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 平成 30 年６月に策定した三重県高齢者居住安定確保計画（第３期）については、

計画の期間を次のとおり延長します。 

 

  令和３年３月３１日 

 

三重県県土整備部住宅政策課長 

 

１ 延長の理由 

  国の新たな住生活基本計画（全国計画）が令和３年３月に策定されました。これ

を受けて、県の住宅政策の指針となる三重県住生活基本計画（計画期間：令和３年

度から令和 12 年度）を令和３年度中に見直しすることとしており、同計画との整

合性を図るため、三重県高齢者居住安定確保計画（第４期）の策定を延期します。

その間は現計画（三重県高齢者居住安定確保計画（第３期））の計画期間を延長す

ることとします。 

 

２ 延長の期間 

  次期計画（三重県高齢者居住安定確保計画（第４期））の策定は、令和３年度中

に策定する三重県住生活基本計画と同時期とするため、その間、最大１年間（令和

４年３月３１日まで）延長します。 
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１－１ 計画の目的・期間 

 

(１)計画の背景と目的 

 超高齢社会が到来し、高齢者が安心して豊かな暮らしを営むためには、住宅施策と福祉

施策が連携して高齢者の住まいの確保に取り組むとともに、高齢者を地域で支える体制を

構築する必要があります。 

 また、今後、高齢者のみの世帯などが一層増加することが予想されている中、長期的に

高齢者の住まいを確保し、居住の安定の確保を図ることが重要となります。 

 そこで三重県では、｢高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)｣

(以下「高齢者住まい法」といいます。)第４条に基づき、高齢者の住まいに係る施策を総合

的かつ計画的に展開することを目的とした計画として、平成 24 年３月に｢三重県高齢者居

住安定確保計画（第 1 期）｣を策定し、さらに、平成 27 年３月に、社会情勢の変化等を踏ま

えた見直しを行い、｢三重県高齢者居住安定確保計画（第２期）｣（以下「第２期計画」といい

ます。）を策定しました。 

 平成 29 年３月に「三重県住生活基本計画」が改定されたことを受けて、その内容を反映

する必要性から、新たに「三重県高齢者居住安定確保計画（第３期）」を策定します。 

 

 

(２)計画の期間 

 本計画の計画期間は、平成 30年度から平成 32年度までの３年間とします。 
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みえ県民力ビジョン（第二次行動計画） 
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三重県の住宅関連計画 
 
・三重県建築物耐震改修促進計画 
・三重県地域住宅計画 
・三重県公営住宅等長寿命化計画 等 

三重県住生活基本計画（平成 28年度～平成 37年度） 

三重県高齢者居住安定確保計画（平成 30年度～平成 32年

度） 

１－２ 計画の位置づけ 

 

 本計画は、県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する計画である「三重県住

生活基本計画」で示された基本的施策等のうち、今後３年間における「高齢者が安心でき

る住まいの確保」のための具体的な取組を示すもので、高齢者住まい法を策定の根拠とし

ています。 

 本計画で示す取組を展開するにあたっては、国及び市町が展開する施策等と調整を図り

つつ推進していきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※住生活：「住宅」及びそのまわりの環境（居住環境）により構成される「住まい」を中心に展開される生活の

ことで、住宅周辺の環境に関することを含む。 

 

※住宅関連事業者：住宅の新築、維持管理、流通等の住宅サービス、住宅に係る保険や金融の他、これらを取り

巻く多様なサービスに従事する者 

  

図 1  三重高齢者居住安定確保計画の位置づけ 

連携 

連携 

反映 

高齢者向け住宅 

・高齢者居宅生

活支援体制等 

高齢者向け取組のさらに具体的な展開方向 
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１－３ 第２期計画の成果 

第２期計画では、基本理念を「高齢者が安心して過ごすことのできる住まいの確保」とし、４つ

の基本目標と１０の施策を定めて取り組んできました。 

 

①【基本目標１】住み続けられる住まいづくり 

高齢者が、それまで住み慣れてきた地域でずっと過ごせるよう、住宅のバリアフリ

ーリフォームの促進や耐震改修に関する情報提供に取り組みました。 

バリアフリーリフォームの促進については、県や市町に設置したリフォーム相談窓

口における対応や「みえの住まいの人財バンク」を活用した普及啓発に取り組みま

したが、取組は低調でした。 

また、耐震改修に関する情報提供については、住宅への戸別訪問等に取り組み

ましたが、補強工事に未着手の住宅が多数あります。 

 

②【基本目標２】高齢者のニーズに合わせたストックの確保 

日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を必要とする高齢者のニーズ

に合わせた住まいを確保できるよう、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホー

ム等の高齢者向け住宅の確保等に取り組みました。 

高齢者向け住宅については、目標供給量をほぼ達成することができました。 

また、市町等の介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、市町等に対し支

援を行ってきました。  

 

③【基本目標３】高齢者の住宅セーフティネットの構築 

住宅の確保に配慮を要する高齢者が、安心して住生活を送れるよう、公営住宅

における高齢者への供給や、「三重県居住支援連絡会」の活用により、情報提供や

相談会等に取り組みました。 

公営住宅については、高齢者対応住宅の募集や単身高齢者の入居可能住居戸

数の拡大及び連帯保証人の要件緩和を進め、高齢者への公営住宅の供給に取り

組みました。 

「三重県居住支援連絡会」の加入団体数が１７団体となり、新たに活動に取り組

む地域（津市）を増やすことができました。 

 
④【基本目標４】地域支援体制の構築 

高齢者が居住継続のための適切な支援を受けられるよう、医療保健部が主体と

なり、市町や関係団体等と連携し、介護給付等対象サービスについての情報提供

や相談体制の構築に取り組みました。 

すべての市町等で地域包括ケアシステムの構築が推進されるよう、医療保健部

が主体となり、市町等に対し支援を行ってきました。 
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表１ 成果指標 

基本目標 指標 
目標値 

(第 2期) 

成果値 

(第 2期) 
成果 

基本目標

Ⅰ 

住み続けられる住まいづく

り 
未設定 未設定 未設定 ― 

基本目標

Ⅱ 

高齢者のニーズに応じ合

わせたストックの確保 

高齢者向け住宅の

供給量(定員・戸数) 

13,400(人・戸) 

(H30年 3月) 

13,394(人・戸) 

(H29年 12月) 
ほぼ達成 

基本目標

Ⅲ 

高齢者の住宅セーフティネ

ットの構築 

「三重県居住支援連

絡会」の加入団体数 

17団体 

(H29年度) 

17団体 

(H29年度) 
達成 

基本目標

Ⅳ 
地域支援体制の構築 未設定 未設定 未設定 ― 

資料：人口動態調査(基本目標Ⅰ)、三重県(基本目標Ⅱ～Ⅳ) 

 

※基本目標Ⅰの数値目標は、第１期に「高齢者死亡率」について、住宅のバリアフリー化や高齢者向け住宅等が整備されることにより、

平成 22年に 0.72％であったものが、平成 25年に 0.60％以下とすることを目標としていました。その結果、平成 25年の実績は 0.50％

となり、目標を達成したため、第２期計画については目標設定をしていません。また、｢転倒・転落｣の原因には、屋外におけるものや偶

発的なもの等も含まれるため、平成 25年に大きく減少した理由は、高齢者の住環境の改善以外による分が大きいと考えられることか

ら、成果指標から除外することとしました。 

 

※基本目標Ⅳの数値目標については、かがやきプラン(平成 24 年度策定)において、介護の担い手の核となる人材を育成するため、平

成 24年度から平成 26年度の間に毎年 70人(平成 26年度末に 776人)の主任介護支援専門員の養成を目標とし、事業を実施しまし

た。その結果、登録数は 815人となり、目標を達成しました。そのため、かがやきプラン(平成 27(2015)年改定)において、主任介護支援

専門員の養成目標数を設定せず、介護職員の資質向上に重点を置くこととしたことに合わせて、本計画においても第２期の成果指標

から除外しています。 
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１－４ 第２期計画の成果を踏まえた課題 

 

急速な高齢化の進行と核家族化による、高齢単身世帯・高齢夫婦世帯が増加している

状況とこれまでの計画の取組成果を踏まえ、本計画では次の点を課題してとらえ、これら

の解決に向けて取り組む必要があります。 

 

（１）高齢者が安全で安心な住宅の確保 

高齢者が、住み慣れた住宅で安全に暮らすためには、現在住んでいる住宅のバリア

フリー改修や耐震化をすすめることが必要です。 

そこで、バリアフリー改修や耐震化補強工事等に対する理解を深め、取組を進めるた

めに、さらなる情報提供が求められています。 

 

（２）高齢者の状況に応じて暮らせる住まいの確保 

高齢者が快適に暮らせる豊かな住まいを実現するためには、高齢者一人ひとりが、そ

れぞれの生活の状況に合わせた形で、自宅や施設等で必要に応じて介護等を受けなが

ら暮らせることが必要です。 

また、高齢者人口は増加傾向にある上、地域的に偏りがみられることから、引き続き

サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等の高齢者向け住宅の確保等が求めら

れています。  

 

（３）高齢者向け住宅セーフティネットの対応 

少子高齢化社会の到来により、高齢者世帯の数は今後も増加が見込まれます。その

ような状況において、住宅の確保に配慮を要する高齢者が、安心して民間賃貸住宅等に

住み続けられる居住環境が必要です。 

そこで、「三重県居住支援連絡会」等の活用により、高齢者等が容易に民間賃貸住宅

に住めるよう、情報提供等が求められています。 

現在、「三重県居住支援連絡会」は６市（津市、四日市市、鈴鹿市、名張市、亀山市、

伊賀市）を含む１７団体で構成されていますが、地域的な偏りがみられることから、この

取組を他の地域に広げていくことが必要です。 

   また、公営住宅において、居住環境の向上を図るため、引き続きバリアフリー化に取り

組む必要があります。 

 

※ 地域支援体制の構築については、「みえ高齢者元気・かがやきプラン第 7期三重県介護保険事業

支援計画・第 8次高齢者福祉計画」に基づき推進することとし、医療保健部と県土整備部が相互に

協力して取り組みます。 
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１－５ 計画の推進体制 

本計画で示す施策が効果的に、また継続して実施されるよう、以下の連携・協力体制に

より計画を推進します。 

 

○行政と住宅関係事業者・団体等は、「三重県居住支援連絡会」※等の活動を通して、民間

賃貸住宅の情報提供について連携・協力を図ります。 

○県と市町は、住生活に関する施策の担当部局で構成する「三重県地域住宅協議会」※等

を通して、各自治体が行う施策の実施方法等について連携・協力を図ります。 

○各地域における地域包括ケアネットワークと「三重県居住支援連絡会」は、住宅のニー

ズの情報と空き住宅、空き部屋等の情報のマッチングを円滑に進めるため、相互に補

完・協力しながら取組を進めます。 

○県の取組について、関係する医療保健部、県土整備部双方が各施策の実施方法等につ

いて、相互に補完・協力しながら取組を進めます。 

 

図２ 各主体の役割と連携イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住宅市場の 
活性化 

（対話） 

※三重県居住支援連絡会：住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう推進する組織で、住宅セーフティネット法第 10条に規定さ

れている居住支援協議会に位置づけられている。 

※三重県地域住宅協議会：「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」に基づいて県内市町、都市再生機

構及び県が設置した協議会で、三重県内の住宅政策全般について協議や事業調整等を行っている。 

※地域包括支援センター：平成 17 (2005)年の介護保険法の改正により、新たに地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助

を行うことを目的として設けられた機関。主な業務は、①地域包括支援ネットワークづくり（地域に、総合的・重層的なサービスネッ

トワークを構築すること）、②総合相談支援・権利擁護（高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要な

サービスにつなぐこと。また、虐待防止など高齢者の権利擁護に努めること。）、③介護予防ケアマネジメント（介護予防事業・予防給

付が効果的・効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行うこと。）、④包括的・継続的ケアマネジメント支援（高齢者に対

し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること）が

ある。 

 

 

 

連携 

参画・協力 

 

 

 

 

 

 

関係団体 
（自治会・管理組合等） 

支援 
情報提供 

 

住宅関連事業者 

住宅関連団体 

行政 

県 

 

市 町 

 

国 

地域住宅協議会 他 

連携 

連携 連携・協力 

 居住支援連絡会 

県  民 

連携 

医療保健部 県土整備部 

県関係部局 

相互協力 

相互補完 

各地域の地域包括支援センター※ 等 
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１－６ 計画の進行管理 

 本計画は、「三重県住生活基本計画」で示した高齢者に対する居住確保対策について、

平成 32年度までの期間における｢高齢者が安心して安全に過ごすことのできる住まいの確

保｣をめざした住宅施策です。 

 計画の進行を把握するために成果目標を設け、成果の検証に活用します。 

 今後、高齢者を取り巻く環境の変化や、施策の実施状況を確認し、平成 32 年度末までに

次期計画の策定を行います。 
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第２章 基本的方針 

 

２－１ 基本理念と基本目標 

２－２ 施策の体系 
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２－１ 基本理念と基本目標 

 

(１)基本理念 

 

 

 

 本計画の基本理念を、｢高齢者が地域で安心して安全に過ごすことのできる住まいの確

保｣とします。 

 これは、「三重県住生活基本計画」の将来像である、｢“住みたくなる”“住み続けたくなる”

快適で安全な住まいを創出し、人びとと地域の活力に資する住生活｣をふまえたものであり、

また、南海トラフ地震に対する緊迫度が高まる中で、大規模災害に対する備えがますます

急務となっていることから、第２期計画の基本理念に「安全に」過ごすという視点を加えまし

た。 

 

※｢住まい｣とは、住宅単体だけでなく、そのまわりの環境(居住環境)を含むものです。 

  

高齢者が地域で安心して安全に過ごすことのできる住まい※の確保 
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 (２)基本目標 

 本計画の基本理念「高齢者が地域で安心して安全に過ごすことのできる住まいの確保」

を実現するため、以下の基本目標を定めます。 

 

 

基本目標Ⅰ 高齢者が安心して安全に過ごせる住まいづくり 

 県民が高齢者となっても、それまで住み慣れてきた地域でずっと過ごせるよう、住まいの

バリアフリー化や耐震改修等を進めることで、安心して安全に過ごせる住まいをめざしま

す。 

 

基本目標Ⅱ 高齢者一人ひとりの状況に応じた住まいの確保 

  加齢等による心や身体の変化に伴い、それぞれの状況に応じた介護等を受けながら自

立した生活が送れるよう、多様な高齢者向け住宅の確保や住み替えをめざします。 

 

基本目標Ⅲ 高齢者向け住宅セーフティネットの充実 

  住宅の確保に配慮を要する高齢者が、安心して過ごせるよう、バリアフリー対応の公営

住宅等の供給や民間賃貸住宅の活用により、重層的な住宅セーフティネットの充実をめざ

します。
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２－２ 施策の体系 

 

 基本理念｢高齢者が地域で安心して安全に過ごすことのできる住まいの確保｣の実現をめ

ざし、２－１で示した３つの基本目標を踏まえ、推進する住宅施策と具体的な施策内容を展

開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)住まいのバリアフリー化の促進 

(２)地震等災害に強い住まいづくり 

(１)高齢者向け住宅の供給 

【基本目標Ⅰ】 高齢者が安心して安全に過ごせる住まいづくり 

(２)高齢者の民間賃貸住宅への入居 

に向けた情報提供 

(１)住宅の確保に配慮が必要な高齢者 

への公営住宅等の供給 

【基本目標Ⅱ】 高齢者一人ひとりの状況に応じた住まいの確保 

(２)高齢者向け相談体制等の充実 

・ バリアフリーに向けたリフォームの促進 

・ 「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」の 

普及啓発 

・ 耐震改修の促進 

・ 簡易な耐震器具に関する情報提供 

・ 「三重県居住支援連絡会」の活用による高齢者の民間

賃貸住宅への入居に向けた情報提供 

・ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度の活用

による情報提供 

・ 低額所得等の高齢者への公営住宅等の供給 

・ 公営住宅のバリアフリー化の取組推進 

・ サービス付き高齢者向け住宅等の制度普及 

・  住宅の取得や活用方法に関する情報提供 

・  住宅の確保に配慮が必要な高齢者向け相談体制等の 

充実 

 

〈推進する住宅施策〉 ●具体的な施策展開 

〈推進する住宅施策〉 ●具体的な施策展開 

〈推進する住宅施策〉 ●具体的な施策展開 

【基本目標Ⅲ】 高齢者向け住宅セーフティネットの充実 
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第３章 推進する施策 

 

３－１ 基本目標Ⅰ 高齢者が安心して安全に過ごせる住まいづくり   

３－２ 基本目標Ⅱ 高齢者一人ひとりの状況に応じた住まいの確保 

          ３－３ 基本目標Ⅲ 高齢者向け住宅セーフティネットの充実    

３－４ 高齢者居宅生活支援体制の確保 

３－５ 成果指標 
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３－１ 基本目標Ⅰ 高齢者が安心して安全に過ごせる住まいづくり 

 

高齢者となっても、それまで住み慣れてきた地域でずっと過ごせるよう、県民が安全で安

心して過ごせる住まいづくりに向け、「住まいのバリアフリー化※の促進」、「地震等災害に強

い住まいづくり」に取り組みます。 

 

〈推進する住宅施策〉 

(１)住まいのバリアフリー化の促進 

 

●具体的な施策展開 

① バリアフリーに向けたリフォームの促進 

 高齢者が安心して快適な住生活を営むことができるよう、建築士やケースワーカー、ケア

マネージャー等の建築、福祉の専門家の連携による情報提供・相談体制の整備により、バ

リアフリーに向けたリフォームを促進します。 

 市町との連携により、リフォームに関する相談窓口の情報提供を行うとともに、住宅関連

事業者、団体等と連携し、相談業務に必要な情報の共有を図ります。 

また、市町の相談窓口担当者に対し研修を行うなどにより相談体制の充実を図り、安心

してリフォームができる環境を整備します。 

 

○リフォーム相談窓口担当者研修会の開催 

○関連事業者団体等との連携による県民向け相談体制（みえの住まいコンシェルジュ

（仮称））の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バリアフリー(化)：障がい者、高齢者等の社会生活弱者の生活の支障となる物理的な障がいや精神的な障へきを取

り除くこと。 
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●具体的な施策展開 

② 「三重県ユニバーサルデザイン※のまちづくり推進条例」の普及啓発 

 本県では、｢三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例｣の普及啓発に取り組み

ます。 

 

○｢三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例｣の普及啓発 

 

 

【参考】三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例 (抜粋) 

(住宅の整備) 

第 29条 県民は、その所有する住宅について、将来にわたって安全かつ快適に生活できるよう整備に努めるものとする。 

2 住宅を供給する事業者は、当該事業を実施するにあたっては、障害者、高齢者等を始めとするすべての人が安全かつ快適に

利用できるよう配慮された住宅の供給に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する三重県住生活基本計画の項目】 

基本方針１ 安全で安心できる住生活を支える住まいづくり  

実現の方向 ②安心して住み続けられる住まいづくり 

 
 

※ユニバーサルデザイン：障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人びとが利用しやすいよう都市や

生活環境をデザインする考え方 
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〈推進する住宅施策〉 

(２)地震等災害に強い住まいづくり 

 

●具体的な施策展開 

① 耐震改修の促進 

  市町が行う戸別訪問や住民向け相談会等を支援し、無料耐震診断※や耐震補強工事に

対する補助メニューを紹介することにより、高齢者が居住する住宅の耐震化※を促進しま

す。 

 

○無料耐震診断、耐震補強工事等の促進 

 

 

② 簡易な耐震器具に関する情報提供 

  市町が行う戸別訪問や住民向け相談会等を支援することにより、高齢者世帯に対し、

地震時に安全を確保できるよう、耐震シェルター※や家具転倒防止器具等簡易な耐震器

具に関する情報提供に取り組みます。 

 

○耐震シェルター等簡易な耐震器具に関する情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する三重県住生活基本計画の項目】 

基本方針１ 安全で安心できる住生活を支える住まいづくり  

実現の方向 ①災害に強い住まいづくり 

 

 
※耐震診断：現地での建物調査や設計図書に基づく建物の耐震強度調査 

※耐震化：既存建物に耐力壁(筋交いや構造用合板等)または制震･免震装置を設けるなどにより、耐震性能を向上

させること。 

※耐震シェルター：地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースを守ってくれる装置で、住宅内に設置します。 
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３－２ 基本目標Ⅱ 高齢者一人ひとりの状況に応じた住まいの確保 

 

加齢等による心や身体の変化に伴い、それぞれの状況に応じた介護等を受けながら、

自立した生活が送れるよう、「高齢者向け住宅の供給」、「高齢者向け相談体制等の充

実」」に取り組みます。 

 

〈推進する住宅施策〉 

(１)高齢者向け住宅※の供給 

●具体的な施策展開 

① サービス付き高齢者向け住宅等の制度普及 

 高齢者が住みやすい住宅を確保するため、計画期間(平成 30年度から平成 32年度まで)

の３年間に 2,900人・戸を目標として、高齢者向け住宅(有料老人ホーム等を含む)の供給を

促進します。 

 特に、サービス付き高齢者向け住宅については、登録事務等の推進を図るとともに、入

居者の安定居住に向け、必要に応じ事業者に対する報告書の徴収、現地調査、助言、指

導を行っていきます。 

 

○「三重県サービス付き高齢者向け住宅登録基準」の適切な運用 

○サービス付き高齢者向け住宅に対する報告徴収、現地調査･指導等 

 

高齢者向け住宅の供給目標量：平成 30年度から平成 32年度までに 2,900人・戸 

 

【関連する三重県住生活基本計画の項目】 

基本方針１ 安全で安心できる住生活を支える住まいづくり  

実現の方向 ③住生活の基盤となる住まいづくり 

 
※ 高齢者向け住宅：有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、高齢者向け優良賃貸住宅、シルバーハ

ウジング、サービス付き高齢者向け住宅等 

*有料老人ホーム：「老人福祉法」に規定された高齢者向けの生活施設で、常時１人以上の老人を入所させて、生活サー

ビスを提供することを目的とした施設（特別養護老人ホーム等の老人福祉施設でないもの） 

*養護老人ホーム：「老人福祉法」に規定される老人福祉施設で、65 歳以上で環境上の理由及び経済的理由により居宅に

おいて養護を受けることが困難な方が市町村長の措置により入所し、その方が自立した日常生活を営み、社会的活動に

参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う施設 

*軽費老人ホーム：「老人福祉法」に規定される、無料または低額な料金で高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生

活上必要な便宜を供与することを目的とする施設 

*高齢者向け優良賃貸住宅：かつて「高齢者の居住の安定確保に関する法律」により設けられていた制度で、バリアフリ

ー化や緊急時対応サービス等が付いた賃貸住宅のこと。サービス付き高齢者向け住宅の開始に伴い廃止 

*シルバーハウジング：「公営住宅法」に基づく高齢者専用の公営住宅。住宅宅施策と福祉施策との連携により、高齢者

等の生活特性に配慮したバリアフリー化された公共賃貸住宅の供給と生活援助員による日常生活支援サービスの提供と

を併せて行う高齢者世帯向けの住宅 

*サービス付き高齢者向け住宅：バリアフリー構造等を有し、介護、医療等と連携し高齢者を支援するサービスを提供す

る住宅のこと。「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」の改正により平成 23 年 10 月に始まっ

た。 
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〈推進する住宅施策〉 

（２） 高齢者向け相談体制等の充実 

 

●具体的な施策展開 

 ①住宅の取得や活用に関する情報提供 

高齢者が住み慣れた家や、地域への愛着を持ったままで最期までその人らしく生きて

いただくために、持家を手放すことなく新しい住宅の建築、購入や施設への住み替えが

可能となるよう、住宅融資保険制度※や民間金融機関が扱うリバースモーゲージ※等に

ついて情報提供を行います。 

 

○住宅融資保険制度や民間金融機関が扱うリバースモーゲージ等の情報提供 

○住宅紛争対策、建築瑕疵損害賠償制度、住宅ローン制度、住宅関連税制度、その

他住宅に関する制度紹介等について、関連事業者団体等との情報共有 

○関連事業者団体等との連携による県民向け相談体制（みえの住まいコンシェルジ

ュ（仮称）※）の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する三重県住生活基本計画の項目】 

基本方針３ 多様な居住ニーズに応える住宅市場の整備  

実現の方向 ⑦住宅の円滑な循環活用 

 

 

※住宅融資保険制度：住宅融資保険法(昭和 30年法律第 63号)に基づく保険。金融機関の住宅ローンが不測の事

態により事故となった場合に住宅金融支援機構が、金融機関に保険金を支払う制度 

※リバースモーゲージ: 高齢者等が自己の居住する住宅・宅地などの不動産を担保にして、融資（Mortgage）を受

け、当該高齢者等の死亡時に住宅を処分すること等により一括返済する融資制度（ローン）。時間の経過に

伴い債務残高が減少する通常の住宅ローンとは逆（Reverse）に、時間の経過に伴い債務残高が増加するロ

ーンであるため、リバースモーゲージといいます。 

※みえの住まいコンシェルジュ（仮称）：住宅関連サービスの業務に携わり、住まいについてのアドバイスを行うこと

ができる方を事前に登録し、住まいの相談や、必要な情報の提供や関連事業者等との連携により、住まい

づくりを支援する仕組み。 
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●具体的な施策展開 

②住宅の確保に配慮が必要な高齢者向け相談体制等の充実 

   インターネットの活用によるサービス付き高齢者向け住宅、住宅確保要配慮者※円滑

入居賃貸住宅等の情報提供や、「三重県居住支援連絡会」が行うパンフレットの作成、

配布等の普及活動を支援します。 

また、居住支援連絡会が行う相談会を支援することで、高齢者の住まいの相談体制

の充実を図ります。 

 

○高齢者向け住宅や居住支援に関するインターネット情報発信 

○「三重県居住支援連絡会」が行う相談会に対する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する三重県住生活基本計画の項目】 

基本方針４ 住宅の確保に特に配慮を要する人の居住の安定の確保  

実現の方向 ⑨民間賃貸住宅市場での居住の安定 

 

 
※住宅確保要配慮者：低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭（母子・父子世帯を含

む）等住宅の確保に特に配慮を要する者[住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（住宅セーフティネット法）第１条参照] 
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３－３ 基本目標Ⅲ 高齢者向け住宅セーフティネット※の充実 

 

住宅の確保に配慮を要する高齢者が、安心して過ごせるよう、重層的な住宅セーフティ

ネットの充実に向け、「住宅の確保に配慮が必要な高齢者への公営住宅等の供給」、「高

齢者の民間賃貸住宅への入居に向けた情報提供」に取り組みます。 

 

〈推進する住宅施策〉 

(１)住宅の確保に配慮が必要な高齢者への公営住宅等の供給 

 

●具体的な施策展開 

① 低額所得等の高齢者への公営住宅等の供給 

   低額所得等の単身高齢者世帯に対しては、入居要件の緩和や対象住戸の拡充によ

り、居住の安定確保を図ります。 

    また、高齢者に対し、わかりやすい情報提供に努めます。 

 

○低額所得者等への公営住宅等の供給 

 
 

②公営住宅のバリアフリー化の取組推進 

   既存県営住宅の住戸内段差の解消、手すりの設置等により高齢者が安心して居住で

きる県営住宅のバリアフリー化を推進します。 

   市町営住宅については、ニーズに応じたバリアフリー化に取り組む環境づくりに向けた

情報提供に取り組みます。 

 

○既存県営住宅のバリアフリー化 

○市町に対する、公営住宅のバリアフリー化に向けた情報提供 

 

 

 

【関連する三重県住生活基本計画の項目】 

基本方針４ 住宅の確保に特に配慮を要する人の居住の安定の確保  

実現の方向 ⑩公営住宅の供給等による安心して住み続けられる住まいづくり 

 

 
※住宅セーフティネット：高齢者や障がい者等誰もが安心かつ快適な自立居住ができるようにするための政策的な支

援制度 



26 
 

〈推進する住宅施策〉 

 (２) 高齢者の民間賃貸住宅への入居に向けた情報提供 

 

●具体的な施策展開 

①「三重県居住支援連絡会」の活用による高齢者の民間賃貸住宅への入居に向けた 

情報提供 

   高齢者等の民間賃貸住宅への円滑入居を促進するため、三重県居住支援連絡会※に

おいて地域包括医療ネットワーク等団体との連携を図るなど取組の活性化を図るととも

に、未加入の市町においても参画を促すなど取組地域の拡大を図っていきます。 

 

○「三重県居住支援連絡会」の他市町への展開 

 

②住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度の活用による情報提供 

平成 29 年度に改正された住宅セーフティネット法※における新たな「住宅確保要配慮

者円滑入居賃貸住宅」登録制度を活用し、高齢者等の入居を拒まない安全で安心な民

間賃貸住宅の普及をめざします。 

 

○｢住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅｣※登録の促進及び情報提供 

 

 

 

 

【関連する三重県住生活基本計画の項目】 

基本方針４ 住宅の確保に特に配慮を要する人の居住の安定の確保  

実現の方向 ⑨民間賃貸住宅市場での居住の安定 

 

  

※三重県居住支援連絡会： 住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう推進する組織で、住宅確保

要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づく組織として、平

成 23 年 1 月｢三重県居住支援連絡会｣が設置されました。平成 30 年 1 月現在、17 の団体が加入し、津市、

鈴鹿市、亀山市、四日市市、伊賀市、名張市において事業を展開しています。 

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（通称：住宅セーフティネット法）：住宅確保要配慮者

（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭等）に対する賃貸住宅の供給の促進を図

るための法律。平成 19年に公布。 

※住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅：住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可能な賃貸住宅を、貸主が事前に県

に登録する制度。セーフティネット法の平成 29年改正において新たに設定された。建築物単位で登録する

ことができる。 



 

27 

 

３－４ 高齢者居宅生活支援体制※の確保 

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を

営むために必要な介護サービスの提供については、別に定める「みえ高齢者元気・かがや

きプラン（第 7 期三重県介護保険事業支援計画・第 8 次三重県高齢者福祉計画）（計画期

間：平成 30 年度～平成 32 年度）」に基づき実施することとし、それに伴う居宅の確保にあ

たっては、「三重県居住支援連絡会」の活動を通して関係団体等と相互に協力し合い、連

携して進めます。 

 関係団体との連携の方法については、第１章「１－５ 計画の推進体制」に基づいて推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢者居宅生活支援体制：高齢者がその居宅において日常生活を営むため必要な保健医療サービス及び福祉サ

ービスを提供する体制（高齢者の居住の安定確保に関する法律第３条第２項第５号） 
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３－５ 成果指標 

 

  ２－１で示した基本理念の実現に向け、その進捗状況を把握するため、基本目標に対

する成果指標を表２のとおり設定します。 

    

表２ 成果指標 

基本目標 成果指標 指標値 【参考】現状値 

基本目標

Ⅰ 

高齢者が安心して

安全に過ごせる住

まいづくり 

無料耐震診断実施件数 

(件) 

2,000件 

(毎年) 

1,943件 

(H25～H29の 5

年平均の実績) 

基本目標

Ⅱ 

高齢者一人ひとり

の状況に応じた住

まいの確保 

高齢者向け住宅の供給

量 (定員・戸数) 

16,312 (人・戸) 

(H32) 

13,412(人・戸) 

(H29年 12月) 

基本目標

Ⅲ 

高齢者向け住宅セ

ーフティネットの充

実 

「三重県居住支援連絡

会」に加入した市町数 

13市 

(H32) 

６市 

(H29) 

 

指標値について 

【基本目標Ⅰ】無料耐震診断実施件数（件） 

  木造住宅の耐震化について県民の理解を深めるため、各市町において無料耐震診断

を実施している。そこで、さらに耐震化に対する県民の理解を深めるためには、無料耐震

診断をツールとして継続して取り組むことが有効であることから、過去 5年間の取組実績

を踏まえ、毎年 2,000件を指標値としました。 

 

【基本目標Ⅱ】高齢者向け住宅の供給量（定員・戸数） 

  「三重県住生活基本計画」において、高齢者向け住宅の供給量を高齢者人口に占める

高齢者向け住宅戸数の割合を平成 37 年度までに４％とすることとしていることを踏まえ、

平成 32 年度末の高齢者人口（推計値）に対し４％に相当する 16,312（人・戸）を指標値と

しました。 

 

【基本目標Ⅲ】「三重県居住支援連絡会」加入市数 

  「三重県居住支援連絡会」の取組を他の地域に広げるため、概ね今後 10年間で県内全

市町（29市）の加入を目標とし、本計画の期間内（３年間）に新たに７市町の加入をめざして

取り組みます。 
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参考資料 

 高齢者の居住における現状 

 

１ 社会環境の変化 

２ 高齢者の居住状況 

３ 高齢者向け住宅・施設の立地状況 
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１ 社会環境の変化 

 

(１)高齢者人口の推移と地域別状況 

 平成 27年国勢調査によると、現在、65歳以上の高齢者数は約 50万 1千人であり、県の

人口約 182 万人の 27.6%を占めています。また、高齢者のうちの約半数が 75 歳以上となっ

ています。 

 高齢者数の推移をみると、一貫して増加傾向となっており、平成 2年以降、年平均約 1万

人高齢者が増加しています。(図３) 

 地域別の 65 歳以上人口をみると、東紀州地域で 65 歳以上人口が 39.9%、75 歳以上人

口が 21.6%ともっとも高齢化が進行しており、伊勢志摩地域でも他地域に比べ高い高齢化

率になっています。(図４) 

 また、人口ピラミッドをみると、65 歳から 69 歳の人口が最も多く、特に、この年代の方が

75 歳以上(後期高齢者)となる平成 30 年代から平成 40 年代にかけて、高齢者人口のピー

クを迎えることが予想されます。(図５) 

 

図３ 高齢者人口の推移 

 
資料：国勢調査 
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図４ 地域別高齢化率

 

資料：平成 27年国勢調査 

図５ 地域別高齢者世帯比率

 

資料：平成 27年国勢調査 

 

 (参考) 北勢地域・・・四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡 

 中南勢地域・・・津市、松阪市、多気郡 

 伊勢志摩地域・・・伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡 

 伊賀地域・・・名張市、伊賀市 

 東紀州地域・・・尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 
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【参考】 

図６ 三重県の人口ピラミッド

 
              注：年齢不詳を除く                                           資料：平成 27年国勢調査 

 

図７ 地域別年齢構成比率 

 

注：年齢不詳を除く                                              資料：平成 27年国勢調査 
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(２)要支援・要介護認定者数の推移 

 要支援・要介護等認定者数は増加傾向となっており、その数は、平成 29 年９月末現在、

９万７千人を超えています。 

  

図８ 要支援・要介護認定者数の推移 

 

注：各年度末現在(※平成 28年度分は暫定値)      資料：介護保険事業状況報告(三重県) 
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(３)要支援・要介護認定者の居住状況 

 住宅の所有関係別に要支援・要介護認定を受けた世帯員がいる割合は、持家世帯で

13.6%、借家世帯で 1.7%となります。(図９) 

 介護保険施設の入所者数と自宅生活者の持家・借家比率から推計すると、平成 25年度

において、要支援・要介護認定を受けた方のうち、16.0%が介護保険施設に入所し、82.2%が

持家、1.7%が借家で生活を行っています。(図１１) 

 重度の要介護度になると介護保険施設への入居率が高くなる傾向がみられますが、要

介護 5でも、半数以上の方が自宅で生活をしています。 

 

図９ 住宅の所有関係別要支援・要介護認定者の居住比率

 
資料：平成 25年住生活総合調査 
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図１０ 世帯員に要支援・要介護認定を受けている者がいる世帯の住宅所有関係別比率 

 
資料：平成 25年住生活総合調査 

図１１ 要支援・要介護認定者の居住状況

 

注：介護保険施設：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 

 介護認定者数、介護保険施設入所者数は平成 25 年 9 月末現在、持家・借家比率は平成 25 年 9 月 30 日現在介護保

険施設入所者数は介護保険事業状況報告(三重県)より、それ以外は持家または借家居住と仮定し、平成 25 年住生活総

合調査結果より持家・借家率を推計。    資料：介護保険事業状況報告(三重県)、平成 25年住生活総合調査 
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93.0%

87.9%

73.1%
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要介護３

（12,468人）
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 ２ 高齢者の居住状況 

 

(１)所有関係 

 高齢者世帯を住宅の所有関係別にみると、高齢単身世帯では 81.3%、高齢夫婦世帯では

94.9%が持家に居住しており、全体と比較して持家に居住している比率が高いものの、高齢

単身世帯の中には公的借家や民営借家に居住している世帯もみられます。(図１２) 

 

図１２ 所有関係別比率 

 
資料：平成 25年住宅・土地統計調査 

 

(２)建築時期 

 高齢者のいる世帯の住宅の建築時期をみると、全体に比べて建築時期の古い住宅に住

んでいる傾向があります。特に、昭和 55年までに建築された住宅に居住している世帯は

50.3%と半数を超えており、引き続き耐震化施工に向けた取組の浸透が課題です。(図１３) 

図１３ 建築時期別比率 

 
資料：平成 25年住宅・土地統計調査 
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26.8%

14.6%
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16.0%
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(３)居住面積水準 

 高齢者世帯の誘導居住面積水準(表３)の達成状況をみると、高齢夫婦世帯では 87.2%、

高齢単身世帯では 82.7%が誘導居住面積水準を達成しており、多くの高齢者世帯が比較

的十分な広さの住宅に居住しています。 

 一方、高齢単身世帯の 3.4%、高齢夫婦世帯の 0.9 %は最低居住面積水準を満たしていな

い状況にあり、今後も引き続き住宅セーフティネットの普及啓発に努めていく必要がありま

す。(図１４) 
 

表３ 誘導居住面積水準、最低居住面積水準(抄) 

居住面積水準 高齢単身世帯 高齢夫婦世帯 

一般型誘導居住面積水準(都市の郊外及び 

都市部以外の一般地域における戸建住宅居住) 
55㎡ 75㎡ 

都市居住型誘導居住面積水準(都市の中心 

及びその周辺における共同住宅居住) 
40㎡ 55㎡ 

最低居住面積水準 25㎡ 30㎡ 

注)次の場合には、上記の面積によらないことができる。 

 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面

所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分

で確保されている場合 

資料：住生活基本計画(全国計画) 

図１４ 居住面積水準別比率 

 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 
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 (４)バリアフリー化 

① 高齢者等のための設備の設置状況(バリアフリー化) 

 高齢者のいる世帯における高齢者等のための設備の設置状況をみると、手すりが設置さ

れている住宅が過半数となっているものの、浴槽の高さや屋内の段差など、その他の高齢

者等のための設備の設置は 1割から２割強の住宅にとどまっています。 

 高齢者の居住する持家と借家を比較すると、いずれの設備についても借家における設置

が進んでおらず、借家の 66.7%は｢高齢者等のための設備はない｣という状況となっていま

す。(図１５) 

 

図１５ 高齢者のいる世帯における高齢者等のための設備の設置状況(設備別) 

 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査  
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② バリアフリー化水準 

 高齢者が居住している住宅の｢一定のバリアフリー化(２か所以上の手すり設置又は屋内

の段差解消)｣｢高度のバリアフリー化(２か所以上の手すり設置、屋内の段差解消および車

いすで通行可能な廊下幅)｣の状況をみると、高齢者のいる世帯全体では、一定のバリアフ

リー化が達成されているのは 39.9%、うち、高度のバリアフリー化が達成されているのは

6.7%となっています。 

 高齢者が居住している住宅を所有関係別にみると、借家のバリアフリー化の状況が低く、

高齢者等のための設備がない住宅が 66.7%となっています。 

 高齢者が居住している住宅を建築時期別にみると、建築時期が古い住宅ほどバリアフリ

ー化がされていない傾向があります。(図１６) 

 

図１６ バリアフリー化水準 

 
注：一定のバリアフリー化＝2か所以上の手すり設置又は屋内の段差解消 

高度のバリアフリー化＝2か所以上の手すり設置、屋内の段差解消および車いすで通行可能な廊下幅 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査  

18.8%

12.6%

29.0%

38.7%

39.0%

58.1%

76.3%

36.1%

66.7%

35.1%

37.7%

8.4%

11.2%

20.9%

27.7%

26.1%

10.1%

10.5%

23.1%

11.9%

23.2%

22.4%

40.9%

47.6%

39.1%

30.3%

31.7%

20.9%

13.2%

34.2%

16.0%

34.8%

33.2%

31.8%

28.7%

11.0%

3.3%

3.1%

10.8%

0.0%

6.7%

5.3%

6.9%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年～25年

(15,400世帯)

平成13年～17年

(14,200世帯)

平成3年～12年

(49,300世帯)

昭和56年～平成2年

(59,900世帯)

昭和55年以前

(154,400世帯)

共同住宅

(14,800世帯)

長屋建

(3,800世帯)

一戸建

(277,900世帯)

借家

(24,300世帯)

持家

(272,400世帯)

高齢者のいる世帯

(307,200世帯)

高齢者等のため

の設備はない

何らかの設備がある

～一定のバリアフリー化以下

一定以上

高度未満

高度の

バリアフリー化

所
有
関
係
別

建
て
方
別

建
築
時
期
別

一定以上のバリアフリー 39.9%



 

40 

 

(５)子の居住地 

 高齢者世帯の子との居住状況をみると、子が片道 15分未満に住んでいるという世帯が

高齢単身世帯、高齢夫婦世帯とも約３分の１となっています。 

 一方、子がいない、または子が片道 1時間以上離れた場所に住んでいる高齢者世帯は

半数に迫っており、地域での見守りなどによる居住支援が求められています。(図 17) 

 また、高齢期における親と子の住まい方の意向をみると、高齢者の親の子との近居意向

については、｢子と同居する｣が 12.2%、｢子と同一敷地内、または同一棟の別の住宅に住

む｣が 12.8%であり、合わせて 25.0%が子との同居等の意向を示しています。｢片道 15分未

満｣までを含めると、45.3%が子との近居を希望しています。 (図１７) 

本県における高齢期において求める子との住まい方（距離）の希望の経年変化を見ると、

「子と同居する」は、平成 20年の 17.5%から平成 25年の 3.4%に減少し、「子と同じ敷地内の

別の住宅に住む、または同じ住棟内の別の住戸に住む」は、平成 20 年の 28.1%から平成

25年の 37.1%に増加しており、居住スタイルとして近居を選ぶ傾向が強くなっています 

 

図１７ 子の居住地別比率(普通世帯) 

 
資料：平成 25年住宅・土地統計調査 
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【全国】 

 

【三重県】 

 

注：平成 15年以前の経年データなし。 
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子と同じ敷地内の別の住宅に住む、または同じ住棟内の別の住戸に住む
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特にこだわりはない
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(６)借家家賃 

 高齢者の借家世帯が居住している住宅の月額家賃をみると、借家世帯全体と比較して、

４万円未満の住宅に居住している比率が高くなっています。 

 平均家賃を比較すると、借家世帯全体(高齢者世帯以外を含む)では約４万５千円となっ

ているものの、高齢単身世帯では約３万１千円、高齢夫婦世帯では約３万６千円となってお

り、家賃の安い住宅に居住している傾向がみられます。(図１８) 

 

図 1８ 家賃別借家世帯比率 

 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 
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(７)高齢期における住み替え・改善の意向 

 県民の高齢期における住み替え・改善の意向をみると、｢特に考えていない｣が 84.0%と最

も多くみられます。 

 続いて、｢リフォームして住み続けたい｣が 9.0%、｢住み替えたい｣が 4.7%となっています。こ

のように多くの県民が高齢期においても、住み替えよりも、現在の住まいに居住し続ける意

向を持っているとみられます。 

 

図１９ 高齢期における住み替え・改善の意向

 

資料：平成 25年住生活総合調査 
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３ 高齢者向け住宅・施設の立地状況 

 

(１)高齢者向け住宅の立地状況 

 平成 29年 11月１日時点の高齢者向け住宅のストックとしては、有料老人ホーム、養護

老人ホーム、軽費老人ホームの定員は 7,937人あり、サービス付き高齢者向け住宅、シル

バーハウジングの戸数 5,393戸と合わせて計 13,330人・戸が立地しています。(表４) 

 地域別高齢者人口比率でみると、中南勢地域と伊勢志摩地域に比較的多く立地していま

す。また、種類別には伊勢志摩地域では有料老人ホームが、伊賀地域と東紀州地域では

養護老人ホームが、それぞれ比較的多く立地しています。(図 22) 

 

表４ 高齢者向け住宅の立地状況と高齢者人口あたり比率 

 

65歳以上人口 高齢者向け住宅 

(人) (人・戸) (％) 

三重県 501,046 13,330 2.7 

北勢地域 203,588 4,973 2.4 

中南勢地域 138,307 4,424 3.2 

伊勢志摩地域 79,834 2,378 3.0 

伊賀地域 50,752  955 1.9 

東紀州地域 28,565  600 2.1 

資料：三重県(平成 29年 11月１日)、平成 27年国勢調査 
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図２０ 高齢者向け住宅の立地状況 

 

 
 注)平成 29(2017)年 11月１日  資料：三重県 
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(２)介護保険施設の立地状況 

 平成 29年 11月時点の介護保険施設のストックとしては、介護老人福祉施設(特別養護

老人ホーム)の 9,980人、介護老人保健施設の 6,780人、介護療養型医療施設の 481床を

合わせて定員数 17,241人のストックが立地しています。 

 これは、高齢者人口の 3.4%に相当しており、介護保険施設は高齢者向け住宅と比較して

整備が進んでいます。(表５、表６) 

 

表５ 介護保険施設の立地状況と高齢者人口あたり比率 

介護保険施設の種類 定員数(人・床) 高齢者人口あたり比率 

介護老人福祉施設 

(特別養護老人ホーム) 
9,980 2.0% 

介護老人保健施設 6,780 1.3% 

介護療養型医療施設 481 0.0% 

計 17,241 3.4% 

資料：三重県(平成 29年 11月現在)、平成 27年国勢調査 

 

表６ 地域別介護保険施設の立地状況(定員数) 

 
介護老人 

福祉施設 

介護老人 

保健施設 

介護療養型 

医療施設 
計 

三重県 9,980 6,780 481 17,241 

北勢圏域 3,222 2,575 138 5,935 

中勢伊賀圏域 2,830 1,783 219 4,832 

南勢志摩圏域 3,229 2,064 34 5,327 

東紀州圏域 699 358 90 1,147 

資料：三重県(平成 29年 11月現在) 

 

 (参考) 北 勢 圏 域・・・四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡 

   中勢伊賀圏域・・・津市、名張市、伊賀市 

   南勢志摩圏域・・・松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、多気郡、度会郡 

   東 紀 州 圏 域・・・尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 
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○高齢者向け住宅供給目標量 

 

1 長期目標 

 三重県は持家率が高く、高齢期にも自宅で生活することを希望している県民が多い特徴

がみられます。高齢者向け住宅のストック数については、住生活基本計画(全国計画)(平成

28 年３月改定)は、平成 37 年度までに高齢者人口の４%にあたる戸数を目標として掲げて

いること等を踏まえ、三重県住生活基本計画では平成 37 年度までに高齢者人口の４%の

定員・戸数を確保することを目標としています。 

  これらを踏まえ、国立社会保障・人口問題研究所の推計に基づき、平成 37 年における

本県の高齢者人口を 527,989人と設定し、平成 37年度までに、その 4%を満たす 21,120人･

戸(定員・戸数)の高齢者向け住宅の確保を目指します。 

 

2 今期の目標 

 第 2 期計画(平成 27 年 3 月策定)において、サービス付き高齢者向け住宅の新規供給目

標として、｢平成 27年度から平成 29年度までの３年間に 2,500戸｣と設定し、供給促進を図

ってきました。その結果、平成 29年 12月までの２年８か月間に 1,837戸が登録されました。 

 供給目標を定めなかった有料老人ホームについては、同期間に 1,030 人(定員数)の届出

があったことから、有料老人ホーム等を含む高齢者向け住宅は、この期間の合計で

2,867(定員・戸数)が登録・届出されたことになります。 

 この結果、本県の高齢者向け住宅の定員・戸数については、平成 29 年 12 月 31 日時点

の累計で 13,412人･戸のストックを確保していることになります(表７)。 

 上記の状況を踏まえ、高齢者向け住宅の供給目標の設定にあたり、今期計画ではサー

ビス付き高齢者向け住宅単独ではなく、有料老人ホーム等を含むこととし、その数は平成

30年度から平成 32年度までの３年間で 2,900人・戸とします。 

 

  

高齢者向け住宅の供給目標量 

高齢者向け住宅：平成 37年に高齢者人口の４%超=21,120人･戸の立地 

↓ 

平成 30年度～平成 32年度に高齢者向け住宅 2,900人・戸の供給 
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表７ 高齢者向け住宅・介護保険施設の立地状況 

高齢者向け住宅・ 

介護保険施設の種類 

H27～H29間の 

新規整備数 
累計定員・戸数 

①高齢者向け住宅 計 2,867人・戸 計 13,412人･戸 

・居住系施設 小計 1,030人 小計 7,949人 

 有料老人ホーム ※ 1,030人 5,124人 

 養護老人ホーム 0人 1,300人 

 軽費老人ホーム 0人 1,525人 

・住宅 小計 1,837戸 小計 5,463戸 

 サービス付き高齢者向け住宅 ※ 1,837戸 5,422戸 

 高齢者向け優良賃貸住宅 0戸 0戸 

 シルバーハウジング 0戸 41戸 

②介護保険施設 計 868人・床 計 17,201人･床 

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) - 人 9,980人 

 介護老人保健施設 - 人 6,780人 

 介護療養型医療施設 - 床 441床 

注)平成 29年 12月 31日現在 

 

旧・高齢者円滑入居賃貸住宅等から有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に改めて届出・登録

した分は、新規整備数には含まず、累計定員・戸数に含んでいます。 

サービス付き高齢者向け住宅は、着工前に登録を受けるものがあるため、調査時点で入居可能な戸数とは

必ずしも一致しません。 

サービス付き高齢者向け住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、シルバーハウジングについては、1戸に夫婦等

で入居する場合があるため、｢入居定員｣と｢戸数｣は同一ではありません。そのため、他の施設とは入居定員

等の単位も異なります。 

資料：三重県 
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○高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号） 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた

高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するた

めの措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅につい

て終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

第２章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等 

（基本方針） 

第３条 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を

定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項 

二 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項 

三 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 

四 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項 

五 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制（以下「高

齢者居宅生活支援体制」という。）の確保に関する基本的な事項 

六 次条第１項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び第４条の２第１項に規定する市町村高齢者居住安定確保計

画の策定に関する基本的な事項 

七 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項 

３ 基本方針は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給

の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法（平成 18年法律第 61号）第 15条第１項に規定する全国

計画との調和が保たれたものでなければならない。 

４ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。 

５ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 前３項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（都道府県高齢者居住安定確保計画） 

第４条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画（以下「都道

府県高齢者居住安定確保計画」という。）を定めることができる。 

２ 都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標 

二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 

イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項 

ロ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

ハ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項 

ニ 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第５条の２第３項に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅 

において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業（以

下 

「高齢者居宅生活支援事業」という。）の用に供する施設の整備の促進に関する事項 

ホ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項 

三 計画期間 

３ 都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住 

の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。 

４ 都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社（以下「公社」という。）による住宅の改良（改良後の住宅 

が加齢対応構造等（加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。）で

あ 
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って国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第 73条において

「住 

宅の加齢対応改良」という。）に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第２項第２号に掲げる事項に、当該事業

の 

実施に関する事項を定めることができる。 

５ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするとき 

は、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国

土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、

当該都道府県の区域内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）に協議しなければならない。この場合において、地域におけ

る多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成 17年法律第 79号）第５条第１項の規定により地

域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。 

７ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通

大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

８ 第４項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。 

 

（市町村高齢者居住安定確保計画） 

第４条の２ 市町村は、基本方針（都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安

定確保計画）に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画（以下「市町村高齢者居住安

定確保計画」という。）を定めることができる。 

２ 市町村高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標 

二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 

イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項 

ロ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

ハ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項 

ニ 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進に関する事項 

ホ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項 

三 計画期間 

３ 前条第３項から第８項までの規定は、市町村高齢者居住安定確保計画について準用する。この場合において、同条第３項中

「前項各号」とあるのは「次条第２項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村（特別区を含む。以下この条に

おいて同じ。）」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第２項第２号」とあるのは「次条第２項第２

号」と、同条第５項から第７項までの規定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第６項中「当該都道府県の区

域内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）」とあり、及び同条第７項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは

「都道府県」と、同条第６項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。 

 

第３章 サービス付き高齢者向け住宅事業 

第１節 登録 

（サービス付き高齢者向け住宅事業の登録） 

第５条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第 29条第１項に規定する有料老人ホーム（以下単に「有料老人ホーム」とい

う。）であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者（国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件

に該当する者をいう。以下この章において同じ。）を入居させ、状況把握サービス（入居者の心身の状況を把握し、その状

況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。）、生活相談サービス（入居者が日常生活を支障なく営む

ことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。）その他の高齢者が

日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業（以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。）を行う者

は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム（以下「サービス付き高齢者向け住宅」とい

う。）を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。 

２ 前項の登録は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

３ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「登録の有効期間」という。）の満了の日まで

にその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお

その効力を有する。 

４ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起

算するものとする。 

 

（登録の申請） 
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第６条 前条第１項の登録（同条第２項の登録の更新を含む。以下同じ。）を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省

令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

一 商号、名称又は氏名及び住所 

二 事務所の名称及び所在地 

三 法人である場合においては、その役員の氏名 

四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合においては、その商号

又 

は名称及び住所並びにその役員の氏名） 

五 サービス付き高齢者向け住宅の位置 

六 サービス付き高齢者向け住宅の戸数 

七 サービス付き高齢者向け住宅の規模 

八 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備 

九 サービス付き高齢者向け住宅の入居者（以下この章において単に「入居者」という。）の資格に関する事項 

十 入居者に提供する高齢者生活支援サービス（状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むた

めに必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）の内容 

十一 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項 

十二 終身又は入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約（以下「入居契約」という。）の期間に

わ 

たって受領すべき家賃等（家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。）の全部又は一部を前払金

と 

して一括して受領する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を

行 

う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項 

十三 居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期 

十四 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生活支援事業を行う者と連携及び協力 

をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項 

十五 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 

２ 前項の申請書には、入居契約に係る約款その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 

 

（登録の基準等） 

第７条 都道府県知事は、第５条第１項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第１項の規定によ

り登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 

一 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分（賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっては入居者ごとの

専 

用部分をいう。以下同じ。）の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。 

二 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。）が、高齢者の入居に支障を及ぼす

お 

それがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 

三 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等が、第 54条第１号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交 

通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 

四 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配

偶 

者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。）とするものであること。 

五 入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するもの

で 

あること。 

六 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。 

イ 書面による契約であること。 

ロ 居住部分が明示された契約であること。 

ハ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第１項第１２号の前払金（以下「家賃等の

前 

払金」という。）を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。 

ニ 家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金についてサー 

ビス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示 

された契約であること。 
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ホ 入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入

居 

者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で 

定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。 

ヘ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、入居者の病院への入院その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める

理 

由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであること。 

七 サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合にあっては、当該整備に関する

工 

事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。 

八 家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、国土交

通省令・厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。 

九 その他基本方針（サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内にあ

る場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定

確保計画が定められている都道府県の区域（当該市町村の区域を除く。）内にある場合にあっては基本方針及び都道府県

高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものであること。 

２ 第５条第１項の登録は、サービス付き高齢者向け住宅登録簿（以下「登録簿」という。）に次に掲げる事項を記載してする

ものとする。 

一 前条第１項各号に掲げる事項 

二 登録年月日及び登録番号 

３ 都道府県知事は、第１項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。 

４ 都道府県知事は、第５条第１項の登録の申請が第１項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、

その旨を申請者に通知しなければならない。 

５ 都道府県知事は、第５条第１項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅

事業（以下「登録事業」という。）に係るサービス付き高齢者向け住宅（以下「登録住宅」という。）の存する市町村の長

に通知しなければならない。 

 

（登録の拒否） 

第８条 都道府県知事は、第５条第１項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第６条第１項の

申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

は、その登録を拒否しなければならない。 

一 成年被後見人又は被保佐人 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

な 

った日から起算して１年を経過しない者 

四 第 26条第２項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して１年を経過しない者 

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に 

規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（第９号において「暴力団員等」という。） 

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、

そ 

の役員を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの 

七 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第１号から第５号までのいずれかに該当する者があるもの 

八 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第１号から第５号までのいずれかに該当する者があるもの 

九 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなけれ

ばならない。 

 

（登録事項等の変更） 

第９条 登録事業を行う者（以下「登録事業者」という。）は、第６条第１項各号に掲げる事項（以下「登録事項」という。）

に変更があったとき、又は同条第２項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から 30日以内に、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による届出（登録事項の変更に係るものに限る。）を受けたときは、第 26条第１項又は第

２項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければな

らない。 
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４ 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録住宅の存する市町村

の長に通知しなければならない。 

 

（登録簿の閲覧） 

第 10条 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 

（地位の承継） 

第 11条 登録事業者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。 

２ 登録事業者について相続、合併又は分割（登録事業を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する

法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業を承継した法人は、登録事業者の地位を承継する。 

３ 前２項の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その承継の日から 30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出な

ければならない。 

４ 第９条第２項から第４項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第３項中「第

26条第１項又は第２項」とあるのは、「第 26条第１項」と読み替えるものとする。 

 

（廃業等の届出） 

第 12条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の 30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出な

ければならない。 

一 登録事業を廃止しようとするとき。 

二 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき。 

２ 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から 30日以内に、その旨を都道府県知事に届け

出なければならない。 

３ 登録事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、第５条第１項の登録は、その効力を失う。 

一 登録事業を廃止した場合 

二 破産手続開始の決定を受けた場合 

三 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 

 

（登録の抹消） 

第 13条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。 

一 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。 

二 第５条第２項又は前条第３項の規定により登録が効力を失ったとき。 

三 第 26条第１項若しくは第２項又は第 27条第１項の規定により登録が取り消されたとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村

の長に通知しなければならない。 

 

（名称の使用制限） 

第 14条  何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似す

る名称を用いてはならない。 

 

第２節  業務 

（誇大広告の禁止） 

第 15条  登録事業者は、その登録事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容そ

の他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく

優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 

 

（登録事項の公示） 

第 16条  登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。 

 

（契約締結前の書面の交付及び説明） 

第 17条 登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・

厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 

 

（高齢者生活支援サービスの提供） 

第 18条  業者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。 

 

（帳簿の備付け等） 
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第 19条 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・

厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

 

（その他遵守事項） 

第 20条 この法律に規定するもののほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき

事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 

 

第３節  登録住宅に係る特例 

（公営住宅の使用） 

第 21条  公営住宅（公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）第２条第２号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。）の事業主

体（同条第 16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。）は、公営住宅を登録事業者に登録住宅として使用させることが必

要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範

囲内で、当該公営住宅を登録事業者に使用させることができる。 

２ 公営住宅法第 45条第３項及び第４項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。 

 

（住宅融資保険法の特例） 

第 22条 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して

支払うための資金の貸付けについては、これを住宅融資保険法（昭和 30年法律第 63号）第４条の保険関係が成立する貸付

けとみなして、同法の規定を適用する。 

 

（老人福祉法の特例） 

第 23条 第５条第１項の登録を受けている有料老人ホームの設置者（当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。）に

ついては、老人福祉法第 29条第１項から第３項までの規定は、適用しない。 

 

第４節  監督 

（報告、検査等） 

第 24条 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の管理若しく

は高齢者生活支援サービスの提供を委託された者（以下この項において「管理等受託者」という。）に対し、その業務に関

し必要な報告を求め、又はその職員に、登録事業者若しくは管理等受託者の事務所若しくは登録住宅に立ち入り、その業務

の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している登録住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該

居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。 

３ 第１項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

（指示） 

第 25条  都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべき

ことを指示することができる。 

２ 都道府県知事は、登録事業が第７条第１項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登

録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

３ 都道府県知事は、登録事業者が第 15条から第 19条までの規定に違反し、又は第 20条の国土交通省令・厚生労働省令で定

める事項を遵守していないと認めるときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示す

ることができる。 

 

（登録の取消し） 

第 26条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければなら

ない。 

一 第８条第１項第１号、第３号、第５号又は第９号のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第８条第１

項 

第１号から第３号まで又は第５号のいずれかに該当するに至ったとき。 

イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 法定代理人（法人である場合においては、その

役 

 員を含む。） 

ロ 法人である場合 役員又は第８条第１項第７号の政令で定める使用人 

ハ 個人である場合 第８条第１項第８号の政令で定める使用人 
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三 不正な手段により第５条第１項の登録を受けたとき。 

２ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。 

一 第９条第１項又は第 11条第３項の規定に違反したとき。 

二 前条の規定による指示に違反したとき。 

３ 都道府県知事は、前２項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しな

ければならない。 

 

（所在不明者等の登録の取消し） 

第 27条 都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在（法人である場合においては、その役員の

所在）を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の

日から 30日を経過しても当該登録事業者から申出がないときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。 

２ 前項の規定による処分については、行政手続法（平成５年法律第 88号）第３章の規定は、適用しない。 

 

第５節 指定登録機関 

（指定登録機関の指定等） 

第 28条 都道府県知事は、その指定する者（以下「指定登録機関」という。）に、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及

び登録簿の閲覧の実施に関する事務（前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。）の全部又は一部を行わせ

ることができる。 

２ 指定登録機関の指定（以下この節において単に「指定」という。）は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 

３ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継

ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 

４ 指定登録機関が登録事務を行う場合における第５条から第 13条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県

知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。 

 

（欠格条項） 

第 29条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 

一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 

二 破産者で復権を得ないもの 

三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく 

なった日から起算して２年を経過しない者 

四 第 38条第１項又は第２項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過しない者 

五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

 

（指定の基準） 

第 30条 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に

掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 

一 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために 

適切なものであること。 

二 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 

三 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれ 

がないものであること。 

四 前３号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 

 

（指定の公示等） 

第 31条 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務

を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。 

２ 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする

日の２週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（秘密保持義務等） 

第 32条 指定登録機関（その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。）及びその職員並びにこれらの

者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 

２ 指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法（明治 40年法律第 45号）その他の罰則の適用については、法

令により公務に従事する職員とみなす。 
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（登録事務規程） 

第 33条 指定登録機関は、登録事務に関する規程（以下「登録事務規程」という。）を定め、都道府県知事の認可を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 

３ 都道府県知事は、第１項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、そ

の登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

 

（帳簿の備付け等） 

第 34条 指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生

労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で

国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。 

 

（監督命令） 

第 35条 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、

登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

 

（報告、検査等） 

第 36条 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登

録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

（登録事務の休廃止） 

第 37条 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはなら

ない。 

２ 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（指定の取消し等） 

第 38条 都道府県知事は、指定登録機関が第 29条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至ったときは、その指定

を取り消さなければならない。 

２ 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務

の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第 28条第４項の規定により読み替えて適用する第７条、第８条、第９条第３項及び第４項（第 11条第４項においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）、第 10条又は第 13条の規定に違反したとき。 

二 第 31条第２項、第 34条又は前条第１項の規定に違反したとき。 

三 第 33条第１項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。 

四 第 33条第３項又は第 35条の規定による命令に違反したとき。 

五 第 30条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

六 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為を

したとき。 

七 不正な手段により指定を受けたとき。 

３ 都道府県知事は、前２項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じた

ときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（都道府県知事による登録事務の実施） 

第 39条 都道府県知事は、指定登録機関が第 37条第１項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第

２項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の

事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第 28条第

３項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないことと

するときは、その旨を公示しなければならない。 

３ 都道府県知事が、第１項の規定により登録事務を行うこととし、第 37条第１項の規定により登録事務の廃止を許可し、若

しくは前条第１項若しくは第２項の規定により指定を取り消し、又は第１項の規定により行っている登録事務を行わないこ

ととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 
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（登録手数料） 

第 40条 都道府県は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 227条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合におい

ては、第 28条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該

指定登録機関に納めさせることができる。 

２ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。 

 

第６節  雑則 

（独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮） 

第 41条  独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、登録住宅の

整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 

 

（資金の確保等） 

第 42条 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 

 

（賃貸住宅等への円滑な入居のための援助） 

第 43条 都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者（入居者であった者を含む。）の居住

の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居す

るために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。 

 

第４章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等 

（地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給） 

第 44条 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅（第 46条において「高齢者向

けの優良な賃貸住宅」という。）が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備及び管理に努めなければな

らない。 

 

（地方公共団体に対する費用の補助） 

第 45条 国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内にお

いて、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 

一 賃貸住宅の規模及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。）が、国土交通省令で定める基準に適合するものである 

こと。 

二 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第 54条第１号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基 

準に適合するものであること。 

三 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者（国土交通省令で定める年齢その他の要件に該 

当する者に限る。以下この号において同じ。）又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。 

四 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 

五 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるもの 

であること。 

六 前３号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

七 その他基本方針に照らして適切なものであること。 

２ 国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内にお

いて、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 

 

（機構又は公社に対する供給の要請） 

第 46条 地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの

優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構

（以下「機構」という。）又は公社に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び

管理を行うよう要請することができる。 

 

（要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助） 

第 47条 機構は、前条の規定による要請に基づいて第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行

うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、当該賃貸住

宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要

する費用の一部を負担することを求めることができる。 

２ 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構と地方公共団体とが協議して定める。 
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３ 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交

通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。 

４ 国は、機構が前条の規定による要請に基づいて第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う

場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者

の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができ

る。 

 

（要請に基づき供給する公社に対する費用の補助） 

第 48条 地方公共団体は、公社が第 46条の規定による要請に基づいて第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の

整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸

住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。 

２ 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、

その費用の一部を補助することができる。 

 

（機構に対する費用の補助） 

第 49条 国は、第 47条第４項の規定による場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場

合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助するこ

とができる。 

一 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。 

二 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。）が、国土交通省令で定める基準に適合する

も 

のであること。 

三 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第 54条第１号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準  

 に適合するものであること。 

四 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者（国土交通省令で定める年齢その他の要件に該

当 

する者に限る。以下この号において同じ。）又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。 

五 前号に掲げるもの及び独立行政法人都市再生機構法（平成 15年法律第 100号）第 25条に定めるもののほか、賃貸住宅

の 

管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

六 その他基本方針に照らして適切なものであること。 

２ 国は、第 47条第４項の規定による場合のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場

合 

においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 

 

（補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置） 

第 50条 地方公共団体、機構又は公社は、第 45条、第 47条第４項、第 48条第１項若しくは前条又は第 47条第１項の規定に

よる費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅について、国土交通省令で定めるところにより、入

居者の募集に先立ち、第５条第１項の登録の申請その他の方法により当該賃貸住宅が加齢対応構造等を有するものである旨

及び当該加齢対応構造等の内容その他必要な事項を周知させる措置を講じなければならない。 

 

（公営住宅の使用） 

第 51条 公営住宅の事業主体は、高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を公営住宅法第 23条に規

定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公

営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を当該高齢者に使用させることができる。この

場合において、事業主体は、当該公営住宅を次に掲げる基準に従って管理しなければならない。 

一 入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者（国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に

限 

る。）とするものであること。 

二 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 

三 前２号に掲げるもの並びに公営住宅法第 16条第５項及び第６項、第 18条から第 22条まで、第 25条第２項、第 27条並 

びに第 32条に定めるもののほか、入居者の選定方法その他の当該公営住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適 

合するものであること。 

２ 公営住宅法第 45条第３項及び第４項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。 

３ 前２項の規定により公営住宅を使用させる場合における公営住宅法第 16条第５項及び第６項、第 34条並びに第 50条の規

定の適用については、同法第 16条第５項中「前項」とあるのは「前項及び高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13
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年法律第 26号。以下「高齢者居住法」という。）第 51条第１項」と、同条第６項中「前各項」とあるのは「前各項（前項

にあっては、高齢者居住法第 51条第３項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」と、同法第 34条中「第 16条

第５項（第 28条第３項若しくは第５項又は第 29条第９項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第 16条第５項

（第 28条第３項若しくは第５項若しくは第 29条第９項において準用する場合又は高齢者居住法第 51条第３項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）」と、同法第 50条中「この法律又はこの」とあるのは「この法律若しくは高齢者居住

法又はこれらの」とする。 

 

第５章  終身建物賃貸借 

（事業の認可及び借地借家法の特例） 

第 52条 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者（60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの

又は同居する者が配偶者若しくは 60歳以上の親族（配偶者を除く。以下この章において同じ。）であるものに限る。以下こ

の章において同じ。）又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事

業を行おうとする者（以下「終身賃貸事業者」という。）は、当該事業について都道府県知事（機構又は都道府県が終身賃

貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。）の認可を受けた場合においては、公正証書に

よる等書面によって契約をするときに限り、借地借家法（平成３年法律第 90号）第 30条の規定にかかわらず、当該事業に

係る建物の賃貸借（１戸の賃貸住宅の賃借人が２人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借）について、

賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。 

 

（事業認可申請書） 

第 53条 終身賃貸事業者は、前条の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 

一 終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所 

二 賃貸住宅の位置 

三 賃貸住宅の戸数 

四 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備 

五 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項 

六 賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項 

七 前２号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法 

八 その他国土交通省令で定める事項 

２ 終身賃貸事業者は、前条の認可の申請を当該賃貸住宅に係る第５条第１項の登録の申請と併せて行う場合には、前項の規定

にかかわらず、同項第２号から第４号までに掲げる事項の記載を省略することができる。 

 

（認可の基準） 

第 54条 都道府県知事は、第 52条の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると

認めるときは、同条の認可をすることができる。 

一 賃貸住宅が、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 賃貸住宅の規模及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。）が、国土交通省令で定める基準に適合するものであ

る 

こと。 

ロ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢

に 

伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準とし 

て国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

二 賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借（１戸の賃貸住宅の賃借人が２人以上であ

るときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借）であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時

に終了するもの（以下「終身建物賃貸借」という。）をするものであること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、

終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借（借地借家法第 38条第１項の規定による建物賃貸借をいい、１年以内の期間を

定めたものに限る。次号において同じ。）をする場合は、この限りでない。 

三 賃貸住宅の賃借人となろうとする者（１戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が２人以上であるときは、当該賃借人

となろうとする者の全て）から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に

入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。 

四 賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定め

る基準に従い適正に定められるものであること。 

五 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身に

わたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。 
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六 前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金

について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が

講じられるものであること。 

七 第２号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

八 その他基本方針（当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっ

ては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府

県の区域（当該市町村の区域を除く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画。

第 65条において同じ。）に照らして適切なものであること。 

 

（事業の認可の通知） 

第 55条 都道府県知事は、第 52条の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなけ

ればならない。 

 

（事業の変更） 

第 56条 第 52条の認可を受けた終身賃貸事業者は、当該認可を受けた事業の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除

く。）をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。 

２ 前２条の規定は、前項の変更の認可について準用する。 

 

（期間付死亡時終了建物賃貸借） 

第 57条 第 52条の認可（前条第１項の変更の認可を含む。以下「事業の認可」という。）を受けた終身賃貸事業者（以下

「認可事業者」という。）は、当該事業の認可に係る賃貸住宅（以下「認可住宅」という。）において、第 54条第２号及び

第３号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者（１戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が２人以上であるとき

は、当該賃借人となろうとする者の全て）から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をす

る建物の賃貸借（１戸の認可住宅の賃借人が２人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借）であって借地

借家法第 38条第１項の規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した

時に終了するもの（以下「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。）をすることができる。 

 

（認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ） 

第 58条 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受け

て、当該賃貸借の解約の申入れをすることができる。 

一 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、第 54条 

第１号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復す

る 

のに過分の費用を要するに至ったとき。 

二 賃借人（１戸の認可住宅に賃借人が２人以上いるときは、当該賃借人の全て）が認可住宅に長期間にわたって居住せ

ず、 

かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。 

２ 借地借家法第 28条の規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。 

 

（賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等） 

第 59条 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該賃貸借の解約の申入れをする

ことができる。この場合において、当該賃貸借は、第１号から第３号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から１

月を経過すること、第４号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。 

一 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき。 

二 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。 

三 認可事業者が、第 68条の規定による命令に違反したとき。 

四 当該解約の期日が、当該申入れの日から 6月以上経過する日に設定されているとき。 

 

（強行規定） 

第 60条 前２条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。 

 

（賃借人死亡後の同居者の一時居住） 

第 61条 終身建物賃貸借の賃借人の死亡（１戸の認可住宅に賃借人が２人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下こ

の条及び次条において同じ。）があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該

期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者（当該賃借
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人と同居していた者（当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。）をいう。以下この条において同じ。）がそれを知った

日から１月を経過する日までの間（次条第１項に規定する同居配偶者等であって同項又は同条第２項に規定する期間内に同

条第１項本文又は第２項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第１項又は第２項

の規定による契約をするまでの間）に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。ただし、当該期間

内に、当該同居者が死亡し若しくは認可事業者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定

められた期間が満了したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により引き続き認可住宅に居住する同居者は、認可事業者に対し、従前の建物の賃貸借と同一の家賃を支払わな

ければならない。 

 

（同居配偶者等の継続居住の保護） 

第 62条 終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人（１戸の認可住宅に賃借人が２人

以上いたときは、当該賃借人のいずれか）と同居していたその配偶者又は 60歳以上の親族（当該建物の賃貸借の賃借人であ

る者を除く。以下この条において「同居配偶者等」という。）が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から１月を経

過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶

者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。ただし、当該申出に併せて第 57条の規定による申出があったときは、

当該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。 

２ 期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があ

った場合において、同居配偶者等が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から１月を経過する日までの間に認可事業

者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と当該期間が満了する時

まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、前２項の規定により契約する建物の賃貸借の条件については、従前の建物の賃貸借と同一のも

の（前払家賃の額については、その算定の基礎が従前の前払家賃と同一であるもの）とする。 

 

（借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例） 

第 63条 借地借家法第 32条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。 

 

（譲渡又は転貸の禁止） 

第 64条 認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 

（助言及び指導） 

第 65条 都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努め

るものとする。 

 

（報告の徴収） 

第 66条 都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。 

 

（地位の承継） 

第 67条 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継する。 

２ 前項の規定により事業の認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 

３  認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事

の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継することができる。 

 

（改善命令） 

第 68条 都道府県知事は、認可事業者が第 54条各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるとき

は、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（事業の認可の取消し） 

第 69条  都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の認可を取り消すことができる。 

一 第 67条第２項の規定に違反したとき。 

二 前条の規定による命令に違反したとき。 

三 不正な手段により事業の認可を受けたとき。 

２ 第 55条の規定は、前項の規定による事業の認可の取消しについて準用する。 

 

（事業の廃止） 

第 70条 認可事業者は、当該事業の認可を受けた事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければな

らない。 
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２ 事業の認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。 

 

（事業の認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力） 

第 71条 前２条の規定による事業の認可の取消し若しくは事業の廃止又は第 67条第３項の規定による承認を受けないでした

認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を

及ぼさない。ただし、借地借家法第３章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りで

ない。 

 

（賃貸住宅への円滑な入居のための援助） 

第 72条 都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人（賃借人であった者

を含む。）の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居する

ために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。 

 

第６章  住宅の加齢対応改良に対する支援措置 

第 73条 公社は、地方住宅供給公社法（昭和 40年法律第 124号）第 21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内におい

て、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。 

一 第４条第４項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定

めた都道府県の区域 

二 第４条の２第３項において準用する第４条第４項の規定により市町村高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定

する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域 

２ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第 49条第３号中「第 21条に規定する業

務」とあるのは、「第 21条に規定する業務及び高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）第 73条第

１項に規定する業務」とする。 

 

第７章 雑則 

（情報の提供等） 

第 74条 国及び地方公共団体は、高齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努

めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 

（協議） 

第 75条 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第７条第１項第６号ホ及びへ並びに第８号、第 15条から第 17条まで並びに第

20条の国土交通省令・厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 国土交通大臣は、第 54条第６号の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

（国土交通大臣の権限の委任） 

第 76条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海

道開発局長に委任することができる。 

 

（大都市等の特例） 

第 77条 この法律中都道府県知事の権限に属する事務（第４条並びに第 21条第２項及び第 51条第２項において準用する公営

住宅法第 45条第３項に規定する事務並びに地方自治法第 252条の 19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は

同法第 252条の 22第１項の中核市（以下「中核市」という。）が終身賃貸事業者である場合の第５章に規定する事務を除

く。）は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）の長が行うものとす

る。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に

適用があるものとする。 

 

（事務の区分） 

第 78条 第 21条第２項及び第 51条第２項において準用する公営住宅法第 45条第３項の規定により都道府県が処理すること

とされている事務は、地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とする。 

 

第８章 罰則 

第 79条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 

一 第 32条第１項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 
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二 第 38条第２項の規定による登録事務の停止の命令に違反した者 

 

第 80条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

一 不正の手段によって第５条第１項の登録を受けた者 

二 第９条第１項、第 11条第３項又は第 12条第１項若しくは第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三 第 14条又は第 34条第２項の規定に違反した者 

四 第 24条第１項又は第 36条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

五 第 24条第１項又は第 36条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

六 第 24条第１項又は第 36条第１項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 

七 第 34条第１項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保 

存しなかった者 

八 第 37条第１項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した者 

 

第 81条 第 66条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。 

 

第 82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前３条の違反行

為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

 

附則、附則（平成 14年２月８日法律第１号）、附則（平成 15年６月 11日法律第 75号）、附則（平成 15年６月 20日法

律 

第 100号）、附則（平成 16年３月 31日法律第 10号）、附則（平成 16年 12月１日法律第 147号）、附則（平成 17年６

月 

29日法律第 78号）、附則（平成 17年７月 6日法律第 82号）、附則（平成 18年６月２日法律第 50号）、附則（平成 18 

年６月８日法律第 61号）、附則（平成 23年４月 28日法律第 32号）、附則（平成 23年６月 24日法律第 74号）、附則

（平 

成 28年５月 20日法律第 47号）以上略  

 

附 則 （平成 29年４月 26日法律第 25号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 30年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する 

二 第７条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第８条及び第９条の規定並びに附則第４条、第５条、第 10条及び第 11条

の 

規定 公布の日から起算して３月を経過した日 
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○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（平成 13年政令第 250号） 
 
（高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業） 

第１条 高齢者の居住の安定確保に関する法律（以下「法」という。）第４条第２項第２号ニに規定する政令で定める事業は、

次に掲げる事業（高齢者以外の者又は介護保険法（平成９年法律第 123号）第８条第２項に規定する居室において介護若し

くは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。）とする。 

一 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第５条の２第１項に規定する老人居宅生活支援事業 

二 介護保険法第８条第１項に規定する居宅サービス事業、同条第 14項に規定する地域密着型サービス事業（同条第 22項 

に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。）若しくは同条第 24項に規定する居宅介護支 

援事業又は同法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第 16項に規定する介護予防支援事業 

三 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 88条第１項に規定する訪問看護事業 

四 医療法（昭和 23年法律第 205号）第１条の５第１項に規定する病院又は同条第２項に規定する診療所において医療を提 

供する事業 

五 前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 

 

（登録の拒否に係る使用人） 

第２条 法第８条第１項第７号及び第８号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の

代表者である使用人とする。 

 

（地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助） 

第３条 法第 45条第１項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に

適合する賃貸住宅の建設に要する費用（土地の取得及び造成に要する費用を除く。第５条第１号、第６条第１号、第７条第

１号及び第８条第１号において同じ。）の額に３分の１を乗じて得た額とする。 

 

（地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助） 

第４条 法第 45条第２項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の

入居者に係る家賃の減額に要する費用の額（減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土

交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。）に２分の１を乗じて得た額とする。 

 

（独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担） 

第５条 法第 47条第１項の規定により独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が地方公共団体に求めることがで

きる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。 

一 機構が行う法第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に６分 

の１を乗じて得た額 

二 機構が行う法第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良（用途 

の変更を伴うものを含む。以下同じ。）によるものについては、その整備に要する費用（既存の住宅その他の建物の取得

並 

びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。次条第２号、第７条第２号及び第８条第２号において同じ。）のうち加齢

対 

応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令 

で定めるもの（以下「共同住宅の共用部分等」という。）に係る費用の額に２分の１を乗じて得た額 

三 前条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額（減額前の家賃の額から同条に規定す

る 

国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。）に２分の１を乗じて得た額 

 

（機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助） 

第６条 法第 47条第４項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 

一 機構が行う法第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に６分 

の１を乗じて得た額 

二 機構が行う法第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良による 

ものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費

用 

の額に２分の１を乗じて得た額 

三 第４条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額（減額前の家賃の額から同条に規定

す 

る国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。）に２分の１を乗じて得た額 
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（地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助） 

第７条 法第 48条第２項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 

 

 

 

一 地方住宅供給公社が行う法第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費 

用に対して地方公共団体が補助する額（その額が建設に要する費用の３分の１に相当する額を超える場合においては、当

該 

３分の１に相当する額）に２分の１を乗じて得た額 

二 地方住宅供給公社が行う法第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物

の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部

分等に係る費用に対して地方公共団体が補助する額（その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設

備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の３分の２に相当する額を超える場合においては、当該３分の２に相当する

額）に２分の１を乗じて得た額 

三 第４条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額（減

額 

前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。）に２分の

１ 

を乗じて得た額 

 

（機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助） 

第８条 法第 49条第１項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 

一 機構が行う法第 49条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に６分 

の１を乗じて得た額 

二 機構が行う法第 49条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良による 

ものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費

用 

の額に２分の１を乗じて得た額 

 

（機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助） 

第９条 法第 49条第２項の規定による国の機構に対する補助金の額は、第４条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費

用の額（減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とす

る。）に２分の１を乗じて得た額とする。 

 

附 則 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、法の施行の日（平成 13年８月５日）から施行する。 

（国の貸付金の償還期間等） 

２ 法附則第３条第３項に規定する政令で定める期間は、５年（２年の据置期間を含む。）とする。 

３ 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法

（昭和 62年法律第 86号）第５条第１項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和 30年法律第 179号）第６条第１項の規定による貸付けの決定（以下「貸付決定」という。）ごとに、当該貸付決定

に係る法附則第３条第１項又は第２項の規定による国の貸付金（以下「国の貸付金」という。）の交付を完了した日（その

日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日）の翌日から起

算する。 

４ 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 

５ 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前３項の規定により定められた

償還期限を繰り上げて償還させることができる。 

６ 法附則第３条第７項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 

 

附則（平成 14年２月８日政令第 27号）、附則（平成 16年４月９日政令第 160号）、附則（平成 19年２月 23日政令第 31

号）、附則（平成 21年８月７日政令第 199号）、附則（平成 23年 7月 29日政令第 237号）、附則（平成 23年 12月２日政

令第 376号）、附則（平成 27年３月 31日政令第 138号） 以上略 

 

附 則 （平成 28年２月 19日政令第 45号） 抄  
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この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第１条第６号

に掲げる規定の施行の日（平成 28年４月１日）から施行する。  
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○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成 13年国土交通省令第 115号） 
 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 耐火構造の住宅 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第２条第９号の２イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 

二 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第２条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該当するも

の 

又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。 

イ 外壁及び軒裏が、建築基準法第２条第８号に規定する防火構造であること。 

ロ 屋根が、建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 136条の２の２第１号及び第２号に掲げる技術的基準に適合 

するものであること。 

ハ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に 15分間以上耐える性能を有するものであること。 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。 

三 所得 入居者及び同居する者の過去１年間における所得税法（昭和 40年法律第 33号）第２編第２章第１節から第３節

ま 

での例に準じて算出した所得金額（給与所得者が就職後１年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすること

が 

著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額（独立行政法人都市再生機構（以下「機構」とい

う。） 

が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律（以下「法」という。）第 49条第１項各号に規定する基準に 

適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。）。以下この号におい

て 

「所得金額」という。）の合計から次に掲げる額を控除した額を 12で除した額をいう。 

イ 同居する者又は所得税法第２条第１項第 33号に規定する控除対象配偶者（以下この号において「控除対象配偶者」と 

いう。）若しくは同項第 34号に規定する扶養親族（以下この号において「扶養親族」という。）で入居者及び同居する 

者以外のもの一人につき 38万円 

ロ 控除対象配偶者が所得税法第２条第１項第 33号の２に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に同項第 

34号の４に規定する老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき 10万円 

ハ 扶養親族が 16歳以上 23歳未満の者である場合には、その扶養親族１人につき 25万円 

ニ 入居者又はイに規定する者に所得税法第２条第１第 28号に規定する障害者がある場合には、その障害者１人につき

27 

万円（その者が同項第 29号に規定する特別障害者である場合には、40万円） 

ホ 入居者又は同居する者に所得税法第２条第１項第 30号に規定する寡婦又は同項第 31号に規定する寡夫がある場合に

は、 

その寡婦又は寡夫１人につき 27万円（その者の所得金額が 27万円未満である場合には、当該所得金額） 

 

第２章 都道府県高齢者居住安定確保計画等 

（法第４条第４項の国土交通省令で定める基準） 

第２条 法第４条第４項（法第４条の２第３項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める基準は、次の各号のい

ずれかに該当することとする。 

一 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。 

二 住戸内の主たる廊下の幅は 78センチメートル（柱の存する部分にあっては、75センチメートル）以上とし、住戸内の

主 

たる居室の出入口の幅は 75センチメートル以上であること。 

三 住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。 

２ 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準

に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、

同項の基準に該当するものとすることができる。 

 

第３章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等 

（規模及び設備の基準） 

第３条 法第 45条第１項第１号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 

一 各戸が床面積（共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第 17条第１号及び第 33条第１号において同じ。）25

平方メートル（居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合（以下

「共同利用の場合」という。）にあっては、18平方メートル）以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が
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市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居

住安定確保計画で別に定める場合（賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除

く。）にあってはその規模とすることができる。 

二 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室（以下「台所等」という。）を備えたものであるこ

と。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と

同等以上の居住環境が確保される場合（以下「同等以上の居住環境が確保される場合」という。）にあっては、各戸が台

所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 

 

（加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準） 

第４条 法第 45条第１項第２号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良（用途の変更を伴うものを含

む。以下この条及び第 18条において同じ。）（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置

法（平成 17年法律第 79号）第２条第１項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第６条第１項に規定

する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第 18条において同じ。）により賃貸住宅の整備が行われる場合におい

て、建築材料又は構造方法により、第 34条第１項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等

である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。 

一 床は、原則として段差のない構造のものであること。 

二 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 

三 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 

四 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。 

五 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。 

 

（法第 45条第１項第３号の国土交通省令で定める年齢その他の要件） 

第５条 法第 45条第１項第３号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 

一 60歳以上の者であること。 

二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 

イ 同居する者がない者（身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを

受 

けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。）であること。 

ロ 同居する者が配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。）、60歳 

以上の親族（配偶者を除く。以下同じ。）又は地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっ

て 

は当該地方公共団体の長、法第 46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社（以下「公 

社」という。）が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居

者 

が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。 

 

（入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準） 

第６条 法第 45条第１項第５号の国土交通省令で定める基準は、次条から第 11条までに定めるとおりとする。 

 

（入居者の募集方法） 

第 7条  地方公共団体又は法第 46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管

理を行う機構若しくは公社（以下「地方公共団体等」という。）は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならな

い。 

２ 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも１週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により

広告して行わなければならない。 

３ 前２項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。 

一 賃貸する住宅が法第 45条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。 

二 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造 

三 入居者の資格 

四 家賃その他の賃貸の条件 

五 入居の申込みの期間及び場所 

六 申込みに必要な書面の種類 

七 入居者の選定の方法 

４ 前項第５号の申込みの期間は、少なくとも１週間としなければならない。 

 

（入居者の選定） 
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第８条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法に

より入居者を選定しなければならない。 

 

（入居者の選定の特例） 

第９条 地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、１回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地

方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第 46条の規定による地

方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地

方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前２条に定めるところにより入居者を選定することができる。 

 

（賃貸借契約の解除） 

第 10条 地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除

をすることを賃貸の条件としなければならない。 

 

（賃貸条件の制限） 

第 11条 地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金と

して一括して受領すること（法第 52条の認可を受けた場合に限る。）及び家賃の３月分を超えない額の敷金を受領すること

を除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはなら

ない。 

 

（法第 45条第１項第６号の国土交通省令で定める管理の方法の基準） 

第 12条 法第 45条第１項第６号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであ

ることとする。 

 

（令第４条の国土交通省令で定める所得の基準） 

第 13条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（以下「令」という。）第四条の国土交通省令で定める所得の基準は、

15万８千円（都道府県知事が必要と認める場合にあっては、15万８千円を超え 21万４千円以下の範囲内で当該都道府県知

事が定める額）とする。 

 

（地方公共団体の機構又は公社に対する要請） 

第 14条 法第 46条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。 

一 整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数 

二 その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項 

 

（令第５条第２号の国土交通省令で定めるもの） 

第 15条 令第５条第２号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの

は、次に掲げるものとする。 

一 廊下及び階段 

二 エレベーター及びエレベーターホール 

三 特殊基礎 

四 立体的遊歩道及び人工地盤施設 

五 通路 

六 駐車場 

七 児童遊園、広場及び緑地 

八 機械室及び管理事務所 

九 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設 

十 避難設備 

十一 消火設備及び警報設備並びに監視装置 

十二 避雷設備及び電波障害防除設備 

 

（法第 49条第１項第１号の国土交通省令で定める戸数） 

第 16条 法第 49条第１項第１号の国土交通省令で定める戸数は、５戸とする。 

 

（規模並びに構造及び設備の基準） 

第 17条 法第 49条第１項第２号の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 

一 各戸が床面積 25平方メートル（共同利用の場合にあっては、18平方メートル）以上であること。ただし、賃貸住宅の所 
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在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都

道 

府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合（賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めてい

る 

場合を除く。）にあってはその規模とすることができる。 

二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅（防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。）であること。 

三 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸

が 

台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 

 

（加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準） 

第 18条 法第 49条第１項第３号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行

われる場合において、建築材料又は構造方法により、第 34条第１項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められ

る加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、第４条各号に掲げるものとする。 

 

（法第 49条第１項第４号の国土交通省令で定める年齢その他の要件） 

第 19条 法第 49条第 1項第４号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 

一 60歳以上の者であること。 

二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 

イ 同居する者がない者であること。 

ロ 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同 

居させることが必要であると機構が認める者であること。 

 

（法第 49条第１項第５号の国土交通省令で定める管理の方法の基準） 

第 20条 法第 49条第１項第５号に定める基準は、次条から第 25条までに定めるとおりとする。 

 

（入居者の選定の特例） 

第 21条 機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、１回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定め

る戸数の住宅について、次条及び第 23条に定めるところにより入居者を選定することができる。 

 

（入居者の募集方法） 

第 22条 機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。 

２ 独立行政法人都市再生機構に関する省令（平成 16年国土交通省令第 70号）第 25条第１項の規定は、前項の公募について

準用する。 

 

（入居者の決定） 

第 23条 機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住

宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。 

 

（賃貸借契約の解除） 

第 24条 機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすること

を賃貸の条件としなければならない。 

 

（賃貸住宅の修繕） 

第 25条 機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。 

 

（補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置） 

第 26条 法第 50条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造

及び設備の内容その他必要な事項（以下この条において「必要事項」という。）を周知させる措置は、次の各号に掲げる措

置のうちいずれかの措置とする。 

一 法第５条第１項の登録の申請により必要事項を周知させること。 

二 前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として必要事項を周知すること。 

 

（法第 51条第１項第１号の国土交通省令で定める年齢その他の要件） 

第 27条 法第 51条第１項第１号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 

一 60歳以上の者であること。 
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二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 

イ 同居する者がない者であること。 

ロ 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同 

居させることが必要であると公営住宅の事業主体（公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）第２条第 16号に規定する事

業 

主体をいう。以下「事業主体」という。）が認める者であること。 

 

（入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法） 

第 28条 法第 51条第１項第３号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第 30条に定めるとおりとする。 

 

（入居者の選定） 

第 29条 入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他

公正な方法により入居者を選定しなければならない。 

 

（入居者の選定の特例） 

第 30条 事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、１回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち

事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第 22条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。 

 

第４章 終身建物賃貸借 

（事業認可申請書の記載事項） 

第 31条 法第 53条第１項第８号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合の当該整備の実施時期 

二 事業が基本方針（当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっ

て 

は基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県

の 

区域（当該市町村の区域を除く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画）に照

ら 

して適切なものである旨 

 

（事業認可申請書） 

第 32条 法第 53条第１項の事業認可申請書の様式は、別記様式とする。 

２ 事業認可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

一 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図 

二 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図 

三 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 

四 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の整備（既存の住宅その他の建物の改良（用途の変更を伴うもの

を 

含む。）によるものを除く。）をしようとする場合にあっては、当該賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又は

そ 

の土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 

五 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅を有する場合にあっては、次に掲げる書類 

イ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅を有する者であることを証する書類 

ロ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的と

する地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 

六 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の賃借権又は使用貸借による権利を有する場合にあっては、次に

掲 

げる書類 

イ 当該申請しようとする者が当該権利を有する者であることを証する書類 

ロ 当該賃貸住宅を有する者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的と 

する地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 

ハ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅において法第 56条に規定する事業を行うことについて当該賃貸住宅を有する 

者が承諾したことを証する書類 

七 認可を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 

八 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身に

わたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面 
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３ 都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報（住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第 30条の６第１項に規定

する本人確認情報をいう。）のうち住民票コード（同法第７条第 13号に規定する住民票コードをいう。）以外のものについ

て、同法第 30条の 10第１項（同項第１号に係る部分に限る。）、第 30条の 11第１項（同項第１号に係る部分に限る。）

及び第 30条の 12第１項（同項第１号に係る部分に限る。）の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法

第 30条の 15第１項（同項第１号に係る部分に限る。）の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の

抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 

 

（規模及び設備の基準） 

第 33条 法第 54条第１号イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 

一 各戸が床面積 25平方メートル（共同利用の場合にあっては、18平方メートル）以上であること。ただし、市町村高齢

者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合（市町村

高齢者居住安定確保計画が定められている場合を除く。）にあってはその規模とすることができる。 

二 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸

が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 

 

（加齢対応構造等である構造及び設備の基準） 

第 34条 法第 54条第１号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 床は、原則として段差のない構造のものであること。 

二 主たる廊下の幅は、78センチメートル（柱の存する部分にあっては、75センチメートル）以上であること。 

三 主たる居室の出入口の幅は 75センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は 60センチメートル以上であること。 

四 浴室の短辺は 130センチメートル（一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、120

センチメートル）以上とし、その面積は２平方メートル（一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴

室にあっては、1.8平方メートル）以上であること。 

五 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること 

六 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 

七 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。 

八 階数が３以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベー 

ターを設置すること。 

九 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。 

２ 都道府県知事（機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣）が既存の住宅に係る法第 53条

に規定する事業の認可をする場合における法第 54条第１号ロの国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、第

４条各号に掲げるものとする。 

 

（法第 54条第４号の国土交通省令で定める基準） 

第 35条 法第 54条第４号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃

貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。 

 

（必要な保全措置） 

第 36条 法第 54条第６号の必要な保全措置は、同条第５号の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣が定

める措置とする。 

 

（法第 54条第７号の国土交通省令で定める管理の方法の基準） 

第 37条 法第 54条第７号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。 

一 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。 

二 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況

を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。 

 

（法第 56条第１項の国土交通省令で定める軽微な変更） 

第 38条 法第 56条第１項の国土交通省令で定める軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は

完了の予定年月日の６月以内の変更とする。 

 

第５章 雑則 

（権限の委任） 

第 39条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任

する。 

一 法第 51条第１項に規定する承認をすること。 
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二 都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第 52条、法第 53条第１項、法第 54条から法第 56条まで、法第 58

条第１項、法第 65条、法第 66条、法第 67条第２項及び第３項、法第 68条、法第 69条並びに法第 70条第１項の規定に

よる権限 

三 都道府県が終身賃貸事業者である場合における第 34条第２項の規定による権限 

 

（大都市等の特例） 

第 40条 この省令中都道府県知事の権限に属する事務（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 19第１項の指定都市

（以下「指定都市」という。）又は同法第 252条の 22第１項の中核市（以下「中核市」という。）が終身賃貸事業者である

場合の第４章に規定する事務を除く。）は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市（以下この条におい

て「指定都市等」という。）の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定

都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。 

 

附則、附則（平成 13年９月 14日国土交通省令第 127号）、附則（平成 13年 12月 18日国土交通省令第 147号）、 附則

（平成 14年４月１日国土交通省令第 52号）、 附則（平成 14年 12月 27日国土交通省令第 119号）、附則（平成 15年３月

20日国土交通省令第 26号）、附則（平成 16年６月 18日国土交通省令第 70号）、附則（平成 16年 12月 27日国土交通省令

第 110号）、附則（平成 17年３月７日国土交通省令第 12号）、附則（平成 17年 10月６日国土交通省令第 101号）、附則

（平成 19年３月 28日国土交通省令第 20号）、附則（平成 19年３月 30日国土交通省令第 31号）、附則（平成 20年 11月

７日国土交通省令第 93号）、附則（平成 21年４月 30日国土交通省令第 34号）、附則（平成 21年８月 18日国土交通省令

第 50号）、附則（平成 22年３月 31日国土交通省令第 10号）、附則（平成 22年 11月 26日国土交通省令第 55号）、附則

（平成 22年 12月 27日国土交通省令第 61号）、附則（平成 23年８月 12日国土交通省令第 64号）、 附則（平成 27年 12

月９日国土交通省令第 82号）以上略 

 

 

附 則 （平成 28年 8月 19日国土交通省令第 59号）  

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第１条第２

号に掲げる規定の施行の日（平成 28年８月 20日）から施行する。 

 

別記様式（第 32条関係） （略） 
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○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 
（平成 23 年厚生労働省・国土交通省令第２号） 
 

（高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業） 

第１条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（以下「令」という。）第１条第５号の国土交通省令・厚生労働省令で定

める事業は、次に掲げるものとする。 

一 食事の提供に関する事業 

二 調理、洗濯、掃除等の家事に関する事業 

三 高齢者の居住の安定確保に関する法律（以下「法」という。）第５条第１項の状況把握サービス（以下単に「状況把握 

サービス」という。）を提供する事業 

四 心身の健康の維持及び増進に関する事業 

五 法第５条第１項の生活相談サービス（以下単に「生活相談サービス」という。）を提供する事業 

六 社会との交流の促進に関する事業 

七 日常生活上必要なサービスの手配に関する事業 

 

（住民の意見を反映させるために必要な措置） 

第２条 法第４条第６項（法第４条の２第３項において準用する場合を含む。）の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法

は、都道府県高齢者居住安定確保計画（法第４条の２第３項において準用する場合にあっては、市町村高齢者居住安定確保

計画）の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インタ

ーネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。 

 

（年齢その他の要件） 

第３条 法第５条第１項の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、60歳以上の者又は介護保険法（平成９

年法律第 123号）第 19条第１項に規定する要介護認定（以下単に「要介護認定」という。）若しくは同条第２項に規定する

要支援認定（以下単に「要支援認定」という。）を受けている 60歳未満の者（地域再生法（平成 17年法律第 24号）第 17

条の７第１項に規定する認定市町村が、同法第 17条の 14第１項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画において、国土交

通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該計画に記載された同法第５条第４項第８号に規定する生涯活躍のまち形

成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合においては、当該要件に該当する者

を含む。）であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。 

一 同居する者がない者であること。 

二 同居する者が配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下この号において同

じ。）、 

60歳以上の親族（配偶者を除く。以下この号において同じ。）、要介護認定若しくは要支援認定を受けている 60歳未満 

の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府 

県知事が認める者であること。 

 

（サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書） 

第４条 法第６条第１項の申請書の様式は、別記様式第１号とする。 

 

（高齢者生活支援サービス） 

第５条 法第６条第１項第 10号の国土交通省令・厚生労働省令で定める高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービス

は、次に掲げるものとする。 

一 状況把握サービス 

二 生活相談サービス 

三 入浴、排せつ、食事等の介護に関するサービス 

四 食事の提供に関するサービス 

五 調理、洗濯、掃除等の家事に関するサービス 

六 心身の健康の維持及び増進に関するサービス 

 

（登録申請書の記載事項） 

第６条 法第６条第１項第 15号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 サービス付き高齢者向け住宅の名称 

二 竣工の年月 

三 法第６条第１項第 12号の入居契約（以下単に「入居契約」という。）の形態 

四 サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための施設又はこれらの存する土地 

（以下「サービス付き高齢者向け住宅等」という。）に関する権利の種別及び内容 
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五 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっ 

ては、当該事業者の商号、名称又は氏名、住所及び委託契約に係る事項 

六 サービス付き高齢者向け住宅の維持及び修繕に関する計画 

七 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る法第 52条の認可の有無 

八 サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援事業の用に供するための

施設（以下「高齢者居宅生活支援施設」という。）の名称、位置及び種類 

九 登録を受けようとする者が、介護保険法第８条第 11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同

法第 41条第１項の指定、同法第８条第 21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同

法第 42条の２第１項の指定又は同法第８条の２第９項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に

係る同法第 53条第１項の指定を受けている場合にあっては、その旨 

十 登録の申請が基本方針（サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域

内 

のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢

者 

居住安定確保計画が定められている都道府県の区域（当該市町村の区域を除く。）内のものである場合にあっては基本方

針 

及び都道府県高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨 

 

（登録申請書に添付する書類） 

第７条 法第６条第２項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類（以下「添付書類」という。）は、次に掲げるものとす

る。 

一 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及び第 11条第１号の規定により同号イ及びロに掲げる者のいずれかが常 

駐する場所の位置を表示した付近見取図 

二 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援

施 

設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面 

三 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 

四 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 

五 入居契約に係る約款 

六 登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類 

七 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっ 

ては、委託契約に係る書類 

八 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 

九 登録を申請しようとする者（未成年者である場合に限る。）の法定代理人が法人である場合においては、登記事項証明

書 

十 法第７条第１項第６号及び第７号に掲げる基準に適合することを誓約する書面 

十一 法第７条第１項第８号に掲げる基準に適合することを証する書類 

十二 登録を受けようとする者（法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人（令第２条に規定する使用人を 

いう。以下この号において同じ。）、個人である場合においてはその者及び使用人）が法第８条第１項各号に掲げる欠 

格要件に該当しない者であることを誓約する書面 

十三 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定

代 

理人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が法第８条第１項第１号から第５号までに掲げる

欠 

格要件に該当しない者であることを誓約する書面 

十四 その他都道府県知事が必要と認める書類 

 

（規模の基準） 

第８条 法第７条第１項第１号の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積 25平方メートル（居間、

食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メ

ートル）とする。 

 

（構造及び設備の基準） 

第９条 法第７条第１項第２号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収

納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであることとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設
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備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分

が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。 

 

（加齢対応構造等の基準） 

第 10条 法第７条第１項第３号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、既存の建物の改良（用途の変更を伴うものを

含む。）により整備されるサービス付き高齢者向け住宅に係る法第５条第１項の登録が行われる場合において、建築材料又

は構造方法により、法第 54条第１号ロに規定する基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等で

ある構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。 

一 床は、原則として段差のない構造のものであること。 

二 居住部分内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 

Ｔ≧１９．５ 

Ｒ／Ｔ≦２２／２１ 

５５≦Ｔ＋２Ｒ≦６５ 

（Ｔ及びＲは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。） 

Ｔ 踏面の寸法（単位 センチメートル） 

Ｒ けあげの寸法（単位 センチメートル）） 

三 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 

Ｔ≧２４ 

５５≦Ｔ＋２Ｒ≦６５ 

四 便所、浴室及び居住部分内の階段には、手すりを設けること。 

五 その他国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準に適合すること。 

 

（状況把握サービス及び生活相談サービスの基準） 

第 11条 法第７条第１項第５号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に

隣 

接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。 

イ 医療法人、社会福祉法人、介護保険法第 41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第 42条の２第１項に

規 

定する指定地域密着型サービス事業者、同法第 46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第 53条第１項に

規 

定する指定介護予防サービス事業者、同法第 54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しく 

は同法第 58条第１項に規定する指定介護予防支援事業者が、登録を受けようとする者である場合又は登録を受けようと 

する者から委託を受けて状況把握サービス若しくは生活相談サービスを提供する場合（医療法人にあっては、医療法

（昭 

和 23年法律第 205号）第 42条の２第１項に規定する社会医療法人が提供する場合に限る。）にあっては、当該サービ

ス 

に従事する者 

ロ イに規定する場合以外の場合にあっては、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護保険法第７条第

５ 

項に規定する介護支援専門員又は介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 22条の 23第１項の介護職員初

任 

者研修課程を修了した介護保険法施行令（平成 10年政令第 412号）第３条第１項の養成研修修了者（介護保険法施行規 

則の一部を改正する省令（平成 24年厚生労働省令第 25号）附則第２条の規定により介護職員初任者研修課程を修了し

た 

者とみなされる者を含む。） 

二 前号の状況把握サービスを、各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日１回以上、提供すること。 

三 第１号の規定により同号イ及びロに掲げる者のいずれかがサービス付き高齢者向け住宅の敷地に近接する土地に存する 

建物に常駐する場合において、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは、前号に規定する方法を

当 

該居住部分への訪問とすること。 

四 少なくとも第１号イ及びロに掲げる者のいずれかがサービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しく

は 

近接する土地に存する建物に常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通

報 

する装置を設置して状況把握サービスを提供すること。 
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（家賃等の前払金の返還方法） 

第 12条 法第７条第１項第６号ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 

一 入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては、３月 

二 入居者の入居後、法第７条第１項第６号ニの家賃等の前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過

するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合（前号の場合を除く。）にあっては、当該期間 

２ 法第７条第１項第６号ホの国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 

一 前項第１号に掲げる場合にあっては、法第６条第１項第 12号の家賃等（以下単に「家賃等」という。）の月額を 30で

除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じる方法 

二 前項第２号に掲げる場合にあっては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算

により算出した家賃等の金額を、家賃等の前払金の額から控除する方法 

 

（法第７条第１項第６号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由） 

第 13条 法第７条第１項第６号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げるものとする。ただし、当該理由

が生じた後に、入居者及び登録事業者が居住部分の変更又は入居契約の解約について合意した場合は、この限りでない。 

一 入居者の病院への入院 

二 入居者の心身の状況の変化 

 

（必要な保全措置） 

第 14条 法第７条第１項第８号の必要な保全措置は、家賃等の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣及び

厚生労働大臣が定める措置とする。 

 

（都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項） 

第 15条 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている

市町村の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、第８条から第 11条までの規定による基準を強化

し、又は緩和することができる。 

２ 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村

の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、第 12条第１項第１号の規定による期間を延長することが

できる。 

 

（市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項） 

第 15条の２ 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第８条から

第 11条までの規定による基準を強化し、又は緩和することができる。 

２ 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第 12条第１項第１号

の規定による期間を延長することができる。 

 

（登録事項等の変更の届出） 

第 16条 法第９条第１項の規定による変更の届出は、別記様式第２号による登録事項等変更届出書により行うものとする。 

２ 法第９条第２項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたものとする。 

 

（地位の承継） 

第 17条 前条の規定は、登録事業者の地位を承継した者が法第 11条第３項の規定による届出をする場合に準用する。この場

合において、前条第１項中「法第９条第１項」とあるのは「法第 11条第３項」と、前条第２項中「法第９条第２項」とある

のは「法第 11条第４項において準用する法第９条第２項」と読み替えるものとする。 

 

（誇大広告の禁止） 

第 18条 法第 15条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、高齢者生活支援サービスの内容その他の登録事項及び添

付書類の記載事項とする。 

 

（登録事項の公示方法） 

第 19条 法第 16条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとす

る。 

 

（契約締結前の書面の交付及び説明） 

第 20条 法第 17条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨 
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二 入居契約の内容に関する事項 

三 登録事業者が第６条第９号に該当する場合にあっては、介護保険法第 115条の 35第１項に規定する介護サービス情報 

四 家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間 

五 前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推

移 

 

（帳簿） 

第 21条 法第 19条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 登録住宅の修繕及び改修の実施状況 

二 入居者からの金銭の受領の記録 

三 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容 

四 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに

緊 

急やむを得ない理由 

五 入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容 

六 高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあっては、その状況及び事故に際して採った処置

の内容 

七 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっ 

ては、当該事業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに委託に係る契約事項及び業務の実施状況 

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録事業者において

電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第 19条の帳簿（次項において単に

「帳簿」という。）への記載に代えることができる。 

３ 登録事業者は、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）を各事業年度の末日を

もって閉鎖するものとし、閉鎖後２年間保存しなければならない。 

 

（登録事業者の遵守すべき事項） 

第 22条 法第 20条の登録事業者の遵守すべき事項は、次に掲げるものとする。 

一 登録事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵

守 

すること。 

二 登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載

し 

た書面を交付して説明すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

 

（公告の方法） 

第 23条 法第 27条第１項の規定による公告は、都道府県（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 19第１項の指定

都市及び同法第 252条の 22第１項の中核市においては、それぞれ指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。））の

公報によるものとする。 

 

（登録事務の引継ぎ） 

第 24条 都道府県知事は、法第 28条第３項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。 

二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。 

三 その他都道府県知事が必要と認める事項 

 

（登録事務規程の記載事項） 

第 25条 法第 33条第 2項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 

二 登録事務を行う事務所に関する事項 

三 手数料の収納の方法に関する事項 

四 登録事務の実施の方法に関する事項 

五 登録の結果の通知に関する事項 

六 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 

七 その他登録事務の実施に関し必要な事項 

 

（帳簿） 
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第 26条 法第 34条第１項の登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 登録の申請をした者の商号、名称又は氏名及び住所 

二 登録の申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の位置 

三 登録の申請を受けた年月日 

四 登録又は拒否の別 

五 拒否の場合には、その理由 

六 登録を行った年月日 

七 登録番号 

八 登録の内容 

九 その他登録事務に関し必要な事項 

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関におい

て電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第 34条第１項の帳簿（次項におい

て単に「帳簿」という。）への記載に代えることができる。 

３ 指定登録機関は、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）を、登録事務の全部

を廃止するまで保存しなければならない。 

 

（書類の保存） 

第 27条 法第 34条第２項の登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 登録の申請に係る書類 

二 法第１３条第１項第１号の規定による登録の抹消の申請に係る書類 

三 その他都道府県知事が必要と認める書類 

２ 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関におい

て電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。 

３ 指定登録機関は、第１項の書類（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）を、登録事

務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

 

（登録事務の引継ぎ） 

第 28条 指定登録機関は、法第 39条第３項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。 

二 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。 

三 その他都道府県知事が必要と認める事項 

 

（大都市等の特例） 

第 29条 この省令中都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市等においては、当該指定都市等の長が行うものとする。こ

の場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用が

あるものとする。 

 

附則、附則（平成 24年３月 23日厚生労働省・国土交通省令第１号）、附則（平成 24年３月 30日厚生労働省・国土交通省

令 

第３号）、附則（平成 27年３月 27日厚生労働省・国土交通省令第１号）、附則（平成 28年３月 31日厚生労働省・国土交

通 

省令第１号）、附則（平成 28年４月 20日厚生労働省・国土交通省令第２号）以上略 

 

附 則 （平成 28年 8月 19日厚生労働省・国土交通省令第３号）  

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第１条第２

号に掲げる規定の施行の日（平成 28年８月 20日）から施行する。 
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○三重県サービス付き高齢者向け住宅登録基準 
 

 三重県においてサービス付き高齢者向け住宅を登録する場合は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下｢法｣という。)第

7 条(登録の基準等)、国土交通省･厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下｢規則｣という。)による

他、以下の基準を満たすものとする。 

 

1.   各居住部分の基準 

(1)  面積の算定は、壁芯方法によるものとし、パイプスペースはすべて除くものとする。 

(2)  洗面設備は、台所と一体ではなく個別のものとする。 

(3)  収納設備は、底面積 0.7㎡以上かつ容積 1.2㎥以上を確保し、造り付けのものとする。(棚のみのものは不可) 

 

2.  各居住部分の床面積が 18㎡以上 25㎡未満の場合において「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同し

て利用するため十分な面積を有する場合」とみなされる場合の基準(規則第 8条) 

(1)  入居者が共同して利用する居間、食堂、台所、洗濯室等の床面積の合計(廊下、トイレ、浴室、脱衣室、収納設備、パ 

イプスペースは除く)について、次の式で求められる面積以上を確保すること。 

 共同利用部分の必要面積(㎡) ＝ 25㎡未満の居室の定員 × 3(㎡)  

(2)  入居者が建物の外に出ることなく、共同して利用する居間、食堂、台所、洗濯室等へ移動することが可能であること。 

 

3.  各居住部分に台所、収納設備又は浴室を備えていない場合において、「共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又

は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とみなされる場合の基準(規則第9条) 

(1)  台所 

・ 居住部分のある階ごとに設けること。ただし、各階の定員が 9名以下の場合はこの限りでない。(食事提供サービスを実

施している場合は建物内に 1箇所以上で可) 

(2)  収納設備 

・ 収納設備を備えていない居住部分のある階ごとに備えていること。 

・ 入居者が個別に施錠可能なものを、各居住部分数と同数以上設けること。(1居住部分につき底面積 0.7㎡以上かつ容積

1.2㎥以上を確保し、造り付けのものとすること。(棚のみのものは不可)) 

(3)  浴室 

 浴室は個別浴室を原則とするが、個別浴室に替え共同浴場を設けることもできる。 

①  個別浴室のみ設置する場合 

・次の式により求められる箇所数以上を確保すること。 

 必要箇所数(A)※ ＝ (居室内に浴室を備えていない入居定員) ÷ 10  

※小数点以下の端数は切り上げる。 

・居住部分のある階ごとに設けること。ただし、各階の定員が 9人以下の場合、または居住部分のある階から浴室のあ 

る階まで移動できるエレベーターが設置されている場合は、この限りでない。 

②  共同浴場を設置する場合 

・個別浴室は必ず 1箇所以上設けること。 

・浴室部分(脱衣室を除く)は、次の式により求められる面積以上を確保すること。 

 必要面積(㎡) ＝ (A-1)※ × 2.4(㎡)  

※小数点以下の端数は切り上げる。 

・浴場内の動線に配慮した安全な計画にすること。 

 

4.  介護保険関連施設等を併設する場合の基準 

(1)  サービス付き高齢者向け住宅として必要となる設備(浴室、食堂等)は、当該併設施設とは別に単独で設けること。(事 

務室、厨房等の管理部門については共用可) 

(2) サービス付き高齢者向け住宅の入居者と当該併設施設の利用者の動線が重ならないようにすること。ただし、改修の場 

合等で物理的に困難な場合はこの限りでない。 

(3) サービス付き高齢者向け住宅と当該併設施設とは、界壁又は防犯上問題とならないような施錠可能な扉により明確に区 
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分すること。 

 

5.  その他 

 サービス付き高齢者向け住宅の登録申請をする場合については、工事等の前(工事を伴わない場合は申請前)に設置を予定する

市町と協議を行うこと。 

 

（施行期日） 

 この基準は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

 なお、法第 5条第 1項に定める登録の申請を平成 24年 3月 31日までに行った建物については、この基準は適用しない。法第

5条第 3項に定める更新の申請を行う建物についても、同様とする。 

 ただし、登録申請後に建物の改修･変更を行った場合には、この限りではない。 
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○三重県サービス付き高齢者向け住宅の検査指導要領 
                                           平成 27年１月 5日 

三重県県土整備部住宅課 

三重県健康福祉部長寿介護課 

(総則) 

第 1 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号。以下｢法｣という。)第 24 条に基づき、サー

ビス付き高齢者向け住宅に対する適切な指導監督を行い、もって高齢者の居住の安定確保及び福祉の増進を図ることを目的と

する。 

 

(定期報告) 

第 2 知事は、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者に対し、毎年 12月 31日時点の管理状況を翌年 1月末までに報告する

よう求めるものとする。 

2 登録事業者は、｢サービス付き高齢者向け住宅の管理状況報告書｣(別添様式 1～4)により、知事に管理状況の報告を行うもの

とする。 

 なお、登録事業者が登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託している場合は、登録事業者がこれらの

者に係る報告部分をとりまとめのうえ報告するものとする。 

3 前項の報告は、原則として書面の送付によるものとする。 

 

(立入検査) 

第 3 知事は、サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の締結の方法、建物の管理、付帯サービスの提供状況、入居者等への処

遇、その他管理の状況等について確認を行うため、少なくとも法第 5条による登録の有効期間内に 1回以上、サービス付き高

齢者向け住宅への立入検査を行うものとする。 

2 前項の規定に関わらず、知事は次の場合にサービス付き高齢者向け住宅への立入検査を随時行うことができる。 

ア 法第 7条に規定する登録事項と現況との相違が疑われる場合。 

イ 建物の管理、入居契約、提供サービス、入居者等への処遇等について、入居者、入居者の親族･関係者、事業者やその関

係者、県地域機関および市町、周辺住民等から苦情･問い合わせ･情報提供等を受けた場合。 

ウ その他、管理運用の状況等について調査を要すると判断した場合。 

3 立入検査の検査員は、原則として県土整備部住宅課及び健康福祉部長寿介護課から各 1名以上により構成するものとする。 

 なお、緊急を要する場合等にはこれによらないことができる。 

4 サービス付き高齢者向け住宅に対する指導監督等を行うにあたっては、必要に応じ、介護保険、高齢者虐待防止、建築指導

等を所管する部局・団体と連携して行うものとする。 

 

(指示および必要な措置) 

第 4 第 2 に規定する定期報告、第 3 に規定する立入検査等により、登録情報の相違、不適切な管理や処遇等を発見した場合、

知事は、法第 25条各項の規定に基づき、登録事業者及び管理委託者等に対して改善指示を行う。 

2 前項の改善指示は、｢サービス付き高齢者向け住宅の改善指示書｣(別添様式 5)により行うものとする。ただし、軽微なものに

ついては口頭により行うことができる。 

3 登録事業者は、前項の指示を受けた場合、改善計画を作成し、知事が指定した期限までに、｢サービス付き高齢者向け住宅の

改善計画書｣(別添様式 6)を提出しなければならない。ただし、前項の指示が口頭により行われたものについてはこの限りで

はない。 

4 登録事業者は、前項による計画に従いサービス付き高齢者向け住宅の改善等を行い、知事が指定した期限までに、｢サービス

付き高齢者向け住宅の改善結果報告書｣(別添様式 7)を提出しなければならない。 

 

(国土交通大臣及び厚生労働大臣への報告） 

第 5 知事は、第 4による指導監督を行ったときは、その概要について国土交通大臣及び厚生労働大臣あて情報提供を行うもの

とする。 

 

(登録の取り消し) 

第 6 知事は、第 2の定期報告の内容確認、あるいは第 3及び第 4の立入検査、改善指導又は指示等を行った結果、登録事業者

が法第 26 条第 1 項に該当することが疑われる場合は関係機関への照会等により確認を行い、該当する事実を確認した場合に

は、その登録を取り消すものとする。 

2 知事は、登録事業者が法第 9条第 1項又は第 11条第 3項の規定に違反していると認められ、かつ第 3及び第 4の改善指導ま

たは指示等を行った後も改善が認められない場合には、法第 26条第 2項の規定に基づきその登録を取り消すことができる。 

3 知事は、前 2 項の規定によりサービス付き高齢者向け住宅の登録を取り消した場合、国土交通大臣、厚生労働大臣、及びそ

のサービス付き高齢者向け住宅が所在する市町の長に遅滞なく通知するものとする。 
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(附則) 

 この要領は、平成 27年 2月 1日から施行する。 
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○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 

（平成 19年法律第 112号） 

 

（目的） 

第１条 この法律は、住生活基本法(平成18年法律第61号)の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関し、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮

者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供

給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とす

る。 

 

(定義) 

第２条  この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一  その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 

二  災害(発生した日から起算して３年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷 

した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され 

た同法第２条に規定する市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者 

三  高齢者 

四  障害者基本法(昭和45年法律第84号)第２条第１号に規定する障害者 

五  子ども(18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。)を養育している者 

六  前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者 

２  この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。 

一  公営住宅法(昭和26年法律第193号)第２条第２号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅 

二  独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅 

三  特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成５年法律第52号。以下「特優良賃貸住宅法」という。)第６条に規定

する特定優良賃貸住宅(同法第13条第１項に規定する認定管理期間が経過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住

宅」という。) 

四  前３号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に

要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募

することとされているものに限る。) 

３  この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。 

 

(国及び地方公共団体の責務) 

第３条  国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

 

第２章  基本方針 

第４条  国土交通大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)

を定めなければならない。 

２  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向 

二  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項 

三  住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項 

四  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項 

五  住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 

六  次条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び第６条第１項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成 

 に関する基本的な事項 

七  前各号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項 
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３  基本方針は、住生活基本法第15条第１項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。 

４  国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 

５  国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６  前３項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

第３章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画 

(都道府県賃貸住宅供給促進計画) 

第５条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する計画(以下「都道府県賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。 

２  都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一  当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

二  次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 

イ  住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項 

ロ  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項 

ハ  住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

三  計画期間 

３ 都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮

者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めるものとする。 

４  都道府県は、当該都道府県の区域内において公社による第９条第１項第７号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整

備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第２項第２号に掲げる事項に、当該事業の実施

に関する事項を記載することができる。 

５  都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を記載しようとするとき

は、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。 

６  都道府県は、当該都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第３条第４号に規定する資格を有する入居者をその全部

又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、住宅確保要配慮者(同号に規定する資格を有する者を

除く。以下この項及び第７条第１項において同じ。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、第２項第２

号に掲げる事項に、特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。 

７  都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載しよ

うとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長の同意を得

なければならない。 

８  都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土

交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区

域内の市町村に協議しなければならない。この場合において、第51条第１項の規定により住宅確保要配慮者居住支援協議会

を組織し、又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。第52条

において「地域住宅特別措置法」という。)第５条第１項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、

当該住宅確保要配慮者居住支援協議会又は地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。 

９  都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通

大臣及び当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

10 第４項から前項までの規定は、都道府県賃貸住宅供給促進計画の変更について準用する。 

 

(市町村賃貸住宅供給促進計画) 

第６条  市町村は、基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計

画)に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「市町村賃

貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。 

２  市町村賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 

イ  住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項 
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ロ  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項 

ハ  住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

三  計画期間 

３ 前条第３項から第10項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。 

この場合において、同条第３項中「前項各号」とあるのは「次条第２項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市

町 

村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第及び第６項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第２項

第 

２号」とあるのは「次条第２項第２号」と、同条第５項、第８項及び第９項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、

同 

条第七項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあ

る 

のは「都道府県知事」と、同条第八項及び第九項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第

八 

項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。 

 

 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例) 

第７条  特定優良賃貸住宅法第５条第１項に規定する認定事業者(第３項において単に「認定事業者」という。)は、次に掲げ

る区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入

居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県

知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第３項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を住宅確保要配慮者

に賃貸することができる。 

一 第５条第６項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関す 

る事項を記載した都道府県の区域 

二 前条第３項において準用する第５条第６項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要 

配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した市町村の区域 

２  前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成３年法律

第90号)第38条第１項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としな

ければならない。 

３  認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第11条第１項の規定の適

用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成

19年法律第112号)第７条第２項の規定」とする。 

 

第４章  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 

第１節  登録 

(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録) 

第８条  住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸

住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入

居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。 

 

(登録の申請) 

第９条  前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県

知事に提出しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 

三  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数 

四  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模 

五  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備 
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六  入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲 

七  入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその 

配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の 

親族を含む。)で国土交通省令で定める者をいう。)に限る賃貸住宅(第18条第１項において「住宅確保要配慮者専用賃貸

住 

宅」という。)にあっては、その旨 

八  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 

九  その他国土交通省令で定める事項 

２  前項の申請書には、第11条第１項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添

付しなければならない。 

 

(登録の基準等) 

第10条  都道府県知事は、第８条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第１項の規定により登

録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 

一  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。 

二  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとし

て国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

三  前条第一項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限

しないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

四  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるも

のであること。 

五  その他基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内に

ある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅

供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府

県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。 

２  第８条の登録は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするも

のとする。 

一  前条第一項各号に掲げる事項 

二  登録年月日及び登録番号 

３  都道府県知事は、第８条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。 

４  都道府県知事は、第８条の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨

を申請者に通知しなければならない。 

５  都道府県知事は、第８条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

事業(以下「登録事業」という。)に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の

長に通知しなければならない。 

 

(登録の拒否) 

第１１条 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請

書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、

その登録を拒否しなければならない。 

一 成年被後見人又は被保佐人 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

が 

なくなった日から起算して２年を経過しない者 

四 第24条第１項又は第２項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過しない者 

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規 

定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者(第８号において「暴力団員等」という。) 
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六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、そ 

の役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 

七  法人であって、その役員のうちに第１号から第５号までのいずれかに該当する者があるもの 

八  暴力団員等がその事業活動を支配する者 

２  都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなけれ

ばならない。 

 

(登録事項等の変更) 

第12条  登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第９条第１項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に

変 

更があったとき、又は同条第２項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を

都道府県知事に届け出なければならない。 

２  前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

３  都道府県知事は、第１項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該届出に係る登録事項

が第10条第１項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第24条第１項若しくは第２項の規定により登録を取り消す

場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 

４  都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町

村の長に通知しなければならない。 

 

(登録簿の閲覧) 

第13条  都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 

(廃止の届出) 

第14条  登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。 

２  前項の規定による届出があったときは、第８条の登録は、その効力を失う。 

 

(登録の抹消) 

第15条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。 

一  前条第２項の規定により登録が効力を失ったとき。 

二 第24条第１項又は第２項の規定により登録が取り消されたとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村

の長に通知しなければならない。 

 

第２節  業務 

(登録事項の公示) 

第16条  登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。 

 

 (入居の拒否の制限) 

第17条  登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第１項第６号に掲げる範囲

を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第20条第２項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者で

あることを理由として、入居を拒んではならない。 

 

第３節  登録住宅に係る特例 

(委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務) 

第18条  公社は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託

により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(登録住宅であるものに限る。)の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことがで

きる。 
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一  第５条第４項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を記載 

した都道府県の区域 

二  第６条第３項において準用する第５条第４項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する事 

業の実施に関する事項を記載した市町村の区域 

２  前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第49条第３号中「第21条に規定する業

務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律

第112号)第18条第１項に規定する業務」とする。 

 

(機構の行う登録住宅の改良資金の融資) 

第19条  独立行政法人住宅金融支援機構(次条において「機構」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律

第82号。次条第１項において「機構法」という。)第13条第１項に規定する業務のほか、登録住宅の改良(登録住宅とするこ

とを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金を貸し付

けることができる。 

 

(機構の行う家賃債務保証保険契約に係る保険) 

第20条  機構は、機構法第13条第１項に規定する業務のほか、家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 

２  前項の「家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃

借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者であって、家賃債務の保証を適

正かつ確実に実施することができると認められるものとして国土交通省令で定める要件に該当する者をいう。以下この条に

おいて同じ。)と締結する契約であって、家賃債務保証業者が登録住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下「登録住宅入居

者」という。)の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することによ

り、当該家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証

につき、機構と当該家賃債務保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。 

３  前項に規定する家賃債務保証保険契約(第10項において単に「家賃債務保証保険契約」という。)に係る保険関係において

は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、家賃債務保証業者が登録住宅入

居者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に100分の70を超えない範囲内において国土交

通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。 

４  機構が前項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって弁済をした家賃

債務の額から当該家賃債務保証業者が保険金の支払の請求をする時までに当該登録住宅入居者に対する求償権(弁済をした日

以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残

額に、同項の国土交通省令で定める割合を乗じて得た額とする。 

５  前項の求償権を行使して取得した額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務のほか利息又は費用についても弁済

をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした家賃債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た

額とする。 

６  家賃債務保証業者は、保険事故の発生の日から１年を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間を経過した後は、

保険金の支払の請求をすることができない。 

７  家賃債務保証業者は、第３項の保険関係が成立した保証に基づき登録住宅入居者に代わって弁済をした場合には、その求償

に努めなければならない。 

８  保険金の支払を受けた家賃債務保証業者は、その支払の請求をした後登録住宅入居者に対する求償権(家賃債務保証業者が

登録住宅入居者に代わって家賃債務の弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかった

費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第

四項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を機構に納付しなければならない。 

９  前項の求償権を行使して取得した額については、第５項の規定を準用する。 

10  機構は、家賃債務保証業者が家賃債務保証保険契約の条項に違反したときは、第３項の保険関係に基づく保険金の全部若

しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたって当該保険契約を解除すること

ができる。 

 

(保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等) 
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第21条  登録事業者(第51条第１項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省

令で定める要件に該当する者に限る。)は、被保護入居者(被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第６条第１項に規定

する被保護者をいう。)である登録住宅入居者をいい、登録住宅入居者となろうとする者を含む。以下この条において同

じ。)が家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となるものとして国土交通省

令・厚生労働省令で定める事情があるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を保護の実施機

関(同法第19条第４項に規定する保護の実施機関をいう。次項において同じ。)に通知することができる。 

２  保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る被保護入居者に対 

し生活保護法第37条の２の規定による措置その他の同法による保護の目的を達するために必要な措置を講ずる必要があるか

どうかを判断するため、速やかに、当該被保護入居者の状況の把握その他当該通知に係る事実について確認するための措置

を講ずるものとする。 

 

第４節  監督 

(報告の徴収) 

第22条  都道府県知事は、登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。 

 

 (指示) 

第23条  都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべき

ことを指示することができる。 

２  都道府県知事は、登録事業が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登

録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

３  都道府県知事は、登録事業者が第16条又は第17条の規定に違反したときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要

な措置をとるべきことを指示することができる。 

 

(登録の取消し) 

第24条  都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条の登録を取り消さなければならない。 

一  第11条第１項各号(第４号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 

二  不正な手段により第８条の登録を受けたとき。 

２  都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条の登録を取り消すことができる。 

一  第12条第１項の規定に違反したとき。 

二  前条の規定による指示に違反したとき。 

３  都道府県知事は、前２項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しな

ければならない。 

 

第５節  指定登録機関 

(指定登録機関の指定等) 

第25条  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登

録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わ

せることができる。 

２  指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 

３  都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継

ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 

４  指定登録機関が登録事務を行う場合における第８条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知

事」とあるのは、「第25条第２項の指定を受けた者」とする。 

 

(欠格条項) 

第26条  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 

一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人 

二  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
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三  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

が 

なくなった日から起算して二年を経過しない者 

四  第35条第１項又は第２項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過しない者 

五  法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

 

(指定の基準) 

第27条  都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適

合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 

一  職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために 

適切なものであること。 

二  前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 

三 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれ

が 

ないものであること。 

四  前３号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 

 

(指定の公示等) 

第28条  都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務

を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。 

２  指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとす

る日の２週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 

 

(秘密保持義務等) 

第29条  指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者

であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 

２  指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令に

より公務に従事する職員とみなす。 

 

(登録事務規程) 

第30条  指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなけれ

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２  登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

３  都道府県知事は、第１項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、そ 

の登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

 

(帳簿の備付け等) 

第31条  指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し

た帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令で 

定めるものを保存しなければならない。 

 

(監督命令) 

第32条  都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、

登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

 

(報告、検査等) 
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第33条  都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登

録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３  第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

(登録事務の休廃止) 

第34条  指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはなら

ない。 

２  都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

 

(指定の取消し等) 

第35条  都道府県知事は、指定登録機関が第26条各号(第４号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取

り消さなければならない。 

２  都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務

の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一  第25条第４項の規定により読み替えて適用する第10条、第11条、第12条第３項若しくは第４項、第13条又は第15条の規 

定に違反したとき。 

二  第28条第２項、第31条又は前条第１項の規定に違反したとき。 

三  第30条第１項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。 

四  第30条第３項又は第32条の規定による命令に違反したとき。 

五  第27条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

六  登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為を

したとき。 

七  不正な手段により指定を受けたとき。 

３   都道府県知事は、前２項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じ

た 

ときは、その旨を公示しなければならない。 

 

(都道府県知事による登録事務の実施) 

第36条  都道府県知事は、指定登録機関が第34条第１項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第２

項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事

由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第25条第３

項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 

２  都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないことと

するときは、その旨を公示しなければならない。 

３  都道府県知事が、第１項の規定により登録事務を行うこととし、第34条第１項の規定により登録事務の廃止を許可し、若し

くは前条第１項若しくは第２項の規定により指定を取り消し、又は第１項の規定により行っている登録事務を行わないこと

とする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

(登録手数料) 

第37条  都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、

第25条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登

録機関に納めさせることができる。 

２  前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。 

 

第６節  雑則 

(資金の確保等) 
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第38条  国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっ せんに努めなければならな

い。 

 

(賃貸住宅への円滑な入居のための援助) 

第39条  都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他登録住宅入居者(登録住宅入居者であった者を

含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該登録住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居

するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第５章  住宅確保要配慮者居住支援法人 

(住宅確保要配慮者居住支援法人) 

第40条  都道府県知事は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第７号)第２条第２項に規定する特定非営利活動法人、一般社

団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする

会社であって、第42条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、

その申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。 

一  職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために

適 

切なものであること。 

二  前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 

三  役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

四  支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれ

が 

ないものであること。 

五  前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 

 

(指定の公示等) 

第41条  都道府県知事は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、支援法人の名称及び住所並びに

支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 

２  支援法人は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の

２週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３  都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 

 

(業務) 

第42条  支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 

一  登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 

二 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 

三 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

(業務の委託) 

第43条  支援法人は、都道府県知事の認可を受けて、前条第１号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の

保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。 

２  金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 

 

(債務保証業務規程) 

第44条  支援法人は、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２  債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

３  都道府県知事は、第１項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めると
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きは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

 

(事業計画等) 

第45条  支援法人は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当

該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２  支援法人は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該

事業年度経過後３月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。 

 

(区分経理) 

第46条  支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、債務保証業務及びこれに附帯する業務に係る経理とその他の業務

に係る経理とを区分して整理しなければならない。 

 

(帳簿の備付け等) 

第47条  支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳

簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定め

るものを保存しなければならない。 

 

(監督命令) 

第48条  都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援

業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

 

(報告、検査等) 

第49条  都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業

務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは

帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２  第33条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

 

 (指定の取消し等) 

第50条  都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 

一  第41条第２項又は第45条から第47条までの規定に違反したとき。 

二  第44条第１項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。 

三  第44条第３項又は第48条の規定による命令に違反したとき。 

四  第40条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

五  支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 

六  不正な手段により指定を受けたとき。 

２  都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

 

第６章  住宅確保要配慮者居住支援協議会 

(住宅確保要配慮者居住支援協議会) 

第51条  地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第２条第３号に規定する宅地

建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進

に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者の民

間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「支援協

議会」という。)を組織することができる。 

２  前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、支援協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなけ

ればならない。 
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３  前２項に定めるもののほか、支援協議会の運営に関し必要な事項は、支援協議会が定める。 

 

(支援協議会及び地域住宅協議会の連携) 

第52条  前条第１項の規定により支援協議会が組織された地方公共団体の区域について地域住宅特別措置法第５条第１項の規

定により地域住宅協議会が組織されている場合には、当該支援協議会及び地域住宅協議会は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅

への円滑な入居を促進するため、相互に連携を図るよう努めなければならない。 

 

第７章  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策 

(公的賃貸住宅の供給の促進) 

第53条  国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要配慮者の住宅の確保について配慮を

必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策

を講ずるよう努めなければならない。 

２  公的賃貸住宅の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に配慮するよう努めなけ

ればならない。 

 

(民間賃貸住宅への円滑な入居の促進) 

第54条  国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅を円滑に賃借することができるようにするため、住宅確保

要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必

要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

２  民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、国及び地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の

促進のための施策に協力するよう努めなければならない。 

 

(情報の提供等) 

第55条  国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に関しその事情に応じた適切な情報を効果的かつ効率的に入手

することができるようにするため、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実施に関し必要な施策を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

 

(住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携) 

第56条  国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推進するに当たっては、住

宅確保要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確保要配慮者の福祉に関する施策その他の住宅確保要配慮者の生活の安定

及び向上に関する施策並びに良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。 

 

(地方公共団体への支援) 

第57条  国は、地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を支援するため、情報の

提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

第８章  雑則 

(大都市等の特例) 

第58条  第四章の規定により都道府県又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第252条の19第１

項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)及び同法第252条の22第１項の中核市(以下この条において単

に「中核市」という。)においては、指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)又は指定都市等

の長が行うものとする。この場合においては、同章中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市

等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 

 

(国土交通省令への委任) 

第59条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

(経過措置) 
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第60条  この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要

と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 

 

第９章  罰則 

第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

一  第29条第１項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 

二  第35条第２項の規定による登録事務の停止の命令に違反した者 

 

第62条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

一  不正の手段によって第８条の登録を受けた者 

二  第12条第１項又は第14条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三  第31条第１項又は第47条第１項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載を

し、又は帳簿を保存しなかった者 

四  第31条第２項又は第47条第２項の規定に違反した者 

五  第33条第１項又は第49条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

六  第33条第１項又は第49条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

七  第33条第１項又は第49条第１項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 

八  第34条第１項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した者 

 

第63条  第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。 

 

第64条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前３条の違反行

為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

 

附 則、附 則 (平成23年４月28日法律第32号) 以上略 

 

附 則 (平成29年４月26日法律第24号) 抄 

(施行期日) 

第１条  この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(平成29年政令第236

号で平成29年10月25日から施行) 

(政令への委任) 

第２条  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討) 

第３条  政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。 
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